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はじめに 

SQL Server 2012 へのアップグレードを問題なくスムーズに進めるためには、事前に

アップグレードの計画を立て、アプリケーションの複雑さに対処する必要がありま

す。どのような IT プロジェクトにも言えることですが、しっかりした計画を立て、

その計画をテストすることで、成功の確実性を高めることができます。逆に、計画の

プロセスを怠った場合には、アップグレードの失敗や遅れにつながる問題が発生する

可能性が増加します。 

このドキュメントでは、既存の SQL Server 2005、2008、および 2008 R2 のインスタ

ンスを SQL Server 2012 にアップグレードする際に、アップグレードの計画やテスト

のために必要となる技術的な詳細について説明します。また、準備、計画、アップグ

レード前の作業、アップグレード後の作業に関連したベスト プラクティスもいくつ

か紹介します。すべての SQL Server コンポーネントについて、それぞれ章を割り当

てて説明しています。 

このドキュメントは、SQL Server 2012 オンライン ブックの内容を補足するもので

す。SQL Server オンライン ブックや Microsoft サポート技術情報に記載されている

情報の代わりとなるものではありません。また、SQL Server オンライン ブックのト

ピックやサポート技術情報の記事へのリンクが多数含まれています。そのような場

合、このドキュメントに記載された情報に基づいて、時間をかけてリンク先の記事を

読む必要があるかどうかを判断できます。ドキュメントの内容とリンク先の記事に相

違点がある場合は、リンク先の記事がより正確であると考えてください。 
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第 1 章: アップグレードの計画と配置 

概要 

この最初の章では、SQL Server 2012 へのアップグレードが正常に完了するように計

画するための一般的なガイドラインを示します。ガイドラインには、アップグレード

方法、テストおよびロールバックに関する注意点、およびアップグレード ツールが

含まれています。また、SQL Server 2012 Upgrade Advisor についても説明します。

これは、SQL Server 2005、2008、および 2008 R2 の既存のインスタンスを分析し、

アップグレードする前に対処する必要がある潜在的な問題を検出するツールです。 

注: このドキュメントでは、主に SQL Server 2012 へのアップグレードについて説

明します。SQL Server 2008 から SQL Server 2008 R2 にアップグレードする方法

については、この章の「アップグレードのための準備」を参照してください。 

このガイドの他の章では、特定の SQL Server コンポーネントをアップグレードする

方法に関して、技術的な説明と各種のシナリオを示しています。 

SQL Server 2012 における機能の変更 

SQL Server 2012 では、製品のほぼすべての領域で機能の強化と追加が行われていま

す。実際、高可用性、パフォーマンス、および追加機能の必要性に応じて、これらの

強化された機能はいずれもアップグレードを促す大きな要因となります。また、製品

を最新のリリースにアップグレードすることにより、ソフトウェア サポート ポリ

シーに従って、Microsoft のサポート ライフサイクルが最大限にまで延長されます。 

SQL Server 2012 の新機能および強化された機能は、次の 3 つのカテゴリに分類され

ます。 

 ミッション クリティカルな信頼性: ミッション クリティカルな可用性および

パフォーマンスを低い TCO で実現します。 

 画期的な洞察: 組織全体にわたって広範囲にデータを検出できます。 

 思いどおりのクラウド: ビジネス ソリューションをすばやく作成し、拡張でき

ます。 

アップグレードすることで利用できる SQL Server 2012 の機能の詳細については、

SQL Server 2012 ホーム ページ (http://www.microsoft.com/ja-

jp/sqlserver/2012/default.aspx) を参照してください。 

  

http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
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SQL Server 2012 では、ミッション クリティカルな領域における重要な新機能 (特に、

新しい AlwaysOn 機能) に加え、Analysis Services レポート用の新しい PowerView ア

プリケーションが導入されました。これらを含む新機能の詳細については、「SQL 

Server 2012 のエディション」(http://www.microsoft.com/ja-

jp/sqlserver/2012/product-info/editions.aspx) を参照し、『SQL Server 2012 製品ガイ

ド』(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29418) をダウン

ロードしてください。 

SQL Server 2008 から SQL Server 2008 R2 へのアップグレード 

SQL Server 2008 R2 は、Reporting Services、フェールオーバー クラスタリング、 

および SQL Server 管理ツールなどの共有コンポーネントを除き、ほとんどの SQL 

Server 2008 コンポーネントに対してはマイナー リビジョンです。 

 SQL Server 2008 R2 Reporting Services は、SQL Server 2008 から大幅に変更さ

れているという点で、重要な例外です。詳細については、このドキュメントの

「第 18 章 Reporting Services」を参照してください。 

 SQL Server 2008 フェールオーバー クラスタリングには、いくつかの重要な注

意点があります。これは、SQL Server 2008 より後に Windows Server 2008 R2 

がリリースされ、SQL Server 2008 R2 では Windows Server 2008 R2 の新しい

フェールオーバー クラスタリング機能を利用しているためです。これらの新

機能については、「第 4 章 高可用性」のフェールオーバー クラスタリングに

関するセクションを参照してください。 

 SQL Server 2008 および SQL Server 2008 R2 のインスタンスでは、同じコン

ポーネントの多くを共有するため、長期間にわたって同じサーバーで一緒に実

行していると、次のような問題が発生します。 

o サービス パックおよび累積更新プログラムを適用する場合は、SQL 

Server 2008 と SQL Server 2008 R2 の両方のインスタンスを個別に更新

する必要がある。 

o SQL Server 2008 と同じサーバーに SQL Server 2008 R2 をインストール

すると、管理ツールが SQL Server 2008 R2 バージョンに自動的にアッ

プグレードされる (管理ツールのインプレース アップグレードが自動的

に行われる)。 

o SQL Server 2008 R2 のインスタンスをアンインストールすると、共有コ

ンポーネントの削除に関するダイアログが表示される。SQL Server 

2008 のインスタンスに必要な共有コンポーネントを削除しようとする

と、SQL Server 2008 のインスタンスが使用できなくなる可能性がある

ことを警告するメッセージが表示されます。  

http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/product-info/editions.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/product-info/editions.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29418
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29418
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SQL Server のほとんどのコンポーネントは、SQL Server 2008 と SQL Server 2008 R2 

であまり違いはありません。また、次のセクションおよびこのドキュメントの他の章

で説明するように、インプレース アップグレードまたはサイド バイ サイド アップ

グレードを使用してアップグレードできます。SQL Server 2008 および SQL Server 

2008 R2 の詳細については、SQL Server 2008 R2 オンライン ブックの「SQL Server 

2008 R2 と SQL Server 2008 のサイド バイ サイドのインスタンスに関する注意点」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee210714.aspx) を参照してください。 

アップグレードのための準備 

アップグレードの準備を行うには、まずアップグレードの影響および想定されるリス

クについて情報を収集します。リスクをあらかじめ特定しておくと、アップグレード 

プロセス全体でリスクを軽減および管理する方法を決定できます。 

アップグレードのシナリオは、SQL Server の基になるアプリケーションとインスタ

ンスに応じて複雑になります。実際の使用環境で適用されるシナリオは、単純な場合

もあれば、複雑な場合もあります。最初に、アップグレードの要件を分析することか

ら計画を開始します。これには、アップグレード方法の確認、SQL Server 2012 の

ハードウェア要件とソフトウェア要件の把握、下位互換性に関連してアップグレード

に支障をきたす問題の検出などが含まれます。 

アップグレード方法 

アップグレードは、SQL Server 2005、2008、または 2008 R2 から SQL Server 2012 

へとなんらかの形で移行する作業です。アップグレードには基本的に 2 つの方法が

あり、2 番目の方法には主に 2 つのバリエーションがあります。 

 インプレース アップグレード: SQL Server 2012 セットアップ プログラムを使

用して、SQL Server 2005、2008、または 2008 R2 のインスタンスを直接アッ

プグレードします。SQL Server の古いインスタンスは置き換えられます。 

 サイド バイ サイド アップグレード: SQL Server 2005、2008、または 2008 R2 

のインスタンスのすべてまたは一部のデータを、別に用意した SQL Server 

2012 のインスタンスに移行します。サイド バイ サイド アップグレードに

は、主に 2 つのバリエーションがあります。 

 1 台のサーバー: 新しいインスタンスを対象インスタンスと同じサーバーに配

置します。 

 2 台のサーバー: 新しいインスタンスを対象インスタンスと異なるサーバーに

配置します。 

インプレース アップグレード 

SQL Server 2012 セットアップ プログラムでは、インプレース アップグレード方式

を使用して、SQL Server 2005、2008、または 2008 R2 のインスタンスを同じ x86 ま

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee210714.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee210714.aspx
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たは x64 プラットフォーム上にある SQL Server 2012 の新しいインスタンスに直接置

き換えます (インプレース アップグレードでは、SQL Server の古いインスタンスと新

しいインスタンスが同じ x86 または x64 プラットフォーム上に存在する必要があり

ます。この章の「拡張システムのサポート (WOW64)」にある注意事項を参照してく

ださい)。このようなアップグレードは、SQL Server 2005/2008/2008 R2 のアップグ

レード対象のインスタンスが SQL Server 2012 の新しいインスタンスに実際に置き換

えられるため、"インプレース" と呼ばれます。古いデータ ファイルが新しい形式に

自動的に変換されるため、データベース関連のデータを古いインスタンスから SQL 

Server 2012 にコピーする必要がありません。プロセスが完了すると、SQL Server 

2005/2008/2008 R2 の古いインスタンスはサーバーから削除され、保存しておいた

バックアップを使用することでのみ前の状態に復元できます。 

注: SQL Server の既存のインスタンスからデータベースを 1 つだけアップグレード

し、サーバー上の他のデータベースをアップグレードしない場合は、インプレー

ス アップグレードではなく、サイド バイ サイド アップグレードを使用します。 

図 1 は、インプレース アップグレードの前後の状態を示しています。 

 

図 1: インプレース アップグレードでは、SQL Server 2012 セットアップによって、

SQL Server 2005、SQL Server 2008、または SQL Server 2008 R2 の既存のインスタン

スが置き換えられる 

インプレース アップグレードでは、次の制限事項に注意してください。 

 SQL Server 2012 セットアップでは、すべての SQL Server コンポーネントを同

時にアップグレードする必要があります。アップグレードするインスタンスの

すべてのコンポーネントを検出し、そのすべてのコンポーネントをすぐにアッ

プグレードする必要があります。つまり、Analysis Services コンポーネントを

アップグレードしないで、SQL Server 2008 R2 データベース エンジンのイン

スタンスのみをアップグレードすることはできません。 
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 SQL Server 2005/2008/2008 R2 (x86) の 32 ビット インスタンスから SQL 

Server 2008 R2 (x64) の 64 ビット インスタンスへのインプレース アップグ

レード、およびその逆のアップグレードはサポートされていません。詳細につ

いては、この章の「拡張システムのサポート (WOW64)」にある注意事項を参

照してください。 

SQL Server 2012 セットアップ プログラムでインプレース アップグレードを実行す

る際の主な手順を次に示します。 

1. SQL Server 2012 セットアップの必須コンポーネント (Microsoft .NET 

Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) 以降のバージョン、SQL Server Native 

Client など) がインストールされます。既存のインスタンスのデータベースは

引き続き利用できます。 

2. アップグレードの障害となる問題 (アップグレードを完全に妨げる少数の問題) 

が確認されます。問題が検出された場合は、一覧表示されます。その場合は、

問題を修正してから、アップグレード プロセスを再開する必要があります。 

3. 保留中の再起動がある場合は、コンピューターを再起動する必要があります。 

4. SQL Server 2012 の実行可能ファイルとサポート ファイルがインストールされ

ます。 

5. 既存の SQL Server サービスが停止されます。この時点で、既存のインスタン

スは使用できなくなります。 

6. 選択したコンポーネントのデータおよびオブジェクトが更新されます。 

7. 既存の実行可能ファイルとサポート ファイルに加えて、SQL Server 2000 R2 

の既存のツールが削除されます。SQL Server 2005/2008/2008 R2 の既存のツー

ルは削除されません (詳細については、「第 2 章 管理ツール」を参照してくだ

さい)。 

これで、SQL Server 2012 の新しいインスタンスが完全に使用できるようになりま

す。SQL Server の既存のインスタンスは置き換えられているため、必要な場合は

バックアップから再インストールする必要があります。 

サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイド アップグレードでは、SQL Server の古いインスタンスを直接置き

換える代わりに、必要なデータベースとコンポーネント データを SQL Server 

2005/2008/2008 R2 の既存のインスタンスから SQL Server 2012 の別のインスタンス

に転送します。SQL Server 2012 の新しいインスタンスが SQL Server の既存のインス

タンスと同時に同じサーバーまたは異なるサーバーで実行されるため、これは "サイ

ド バイ サイド" アップグレードと呼ばれます。 
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サイド バイ サイド アップグレードを使用する場合には、次の 2 つの重要なオプショ

ンがあります。 

 別の物理サーバーまたは別の仮想マシンにある SQL Server 2012 のインスタン

スにデータとコンポーネントを転送する。 

 同じ物理サーバーにある SQL Server 2012 のインスタンスにデータとコンポー

ネントを転送する。 

どちらのオプションでも、SQL Server 2005/2008/2008 R2 の既存のインスタンスと同

時に SQL Server 2008 R2 の新しいインスタンスを実行できます。通常は、アップグ

レード後のインスタンスが問題なく動作することを確認し、運用環境への移行が完了

したら、古いインスタンスを削除することができます。 

図 2 は、2 台のサーバーを使用したサイド バイ サイド アップグレードの前後の状態

を示しています。 

 

図 2: 別のサーバーへのサイド バイ サイド アップグレードでは、SQL Server 2005、 

SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2 の既存のインスタンスに変更はない 

また、サイド バイ サイド アップグレードでは、SQL Server 2005、SQL Server 

2008、SQL Server 2008 R2 の既存のインスタンスと同じサーバー上で SQL Server 

2012 にアップグレードすることもできます。図 3 は、同じサーバーでのサイド バイ 

サイド アップグレードを示しています。 
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図 3: 同じサーバーでサイド バイ サイド アップグレードを実行すると、両方のイン

スタンスが引き続き実行される 

サイド バイ サイド アップグレードでは、アップグレード先が同じサーバー上の別の

インスタンスであっても、別のサーバー上の新しいインスタンスであっても、ほとん

ど手動の手順でデータを転送する必要があります。アップグレード後は、(既存と新規) 

2 つのインスタンスを同時に実行することができます。 

このように、サイド バイ サイド アップグレードでは、SQL Server の古いインスタン

スのデータ ファイルや他のサポート オブジェクトを SQL Server 2012 のインスタン

スに手動で転送する必要があることに注意してください。SQL Server 2012 セット

アップ プログラムでは転送されません。転送する必要があるオブジェクトは次のと

おりです。 

 データ ファイル 

 データベース オブジェクト 

 SQL Server Analysis Services (SSAS) キューブ 

 構成設定 

 セキュリティ設定 

 SQL Server エージェント ジョブ 

 SQL Server Integration Services (SSIS) パッケージ 

SQL Server 2005、SQL Server 2008、または SQL Server 2008 R2 から SQL Server 

2012 へのサイド バイ サイド アップグレードを行う際に実行する必要のある主な手

順を次に示します。 

1. 既存のサーバーまたは別のサーバーに SQL Server 2012 の新しいインスタンス

をインストールします。既存のインスタンスは引き続き利用できます。 

2. 既存のインスタンスに対して SQL Server 2012 Upgrade Advisor を実行し、

アップグレードの障害となる問題が検出された場合は解決します。 
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3. 既存のインスタンスに対するすべての更新操作を停止します。そのためには、

すべてのユーザーの接続を切断したり、アプリケーションを強制的に読み取り

専用アクティビティに設定する必要があります。 

4. 既存のインスタンスのデータ、パッケージ、およびその他のオブジェクトを 

SQL Server 2012 のインスタンスに転送します。 

5. SQL Server エージェント ジョブなどのサポート オブジェクト、セキュリティ

設定、および構成設定を SQL Server 2012 の新しいインスタンスに適用しま

す。 

6. SSIS(場合によってはデータ互換サービス（DTS)) パッケージを SSIS にアップ

グレードします (詳細については、「第 17 章 Integration Services」を参照し

てください)。 

7. 検証スクリプトとユーザー受け入れテストを使用して、新しいインスタンスで

必要なアプリケーションがサポートされることを確認します。 

8. 新しいインスタンスが検証および受け入れテストに合格した場合は、アプリ

ケーションおよびユーザーを新しいインスタンスにリダイレクトします。この

時点で、新しいインスタンスが使用できるようになり、データベースがオンラ

インになります。 

9. 新しい運用データベース インスタンスにまったく問題がないことを確認でき

るまで、データ復旧用に既存のインスタンスを保持します。 

新しいサーバーへのサイド バイ サイド アップグレードを実行すると、両方のサー

バーの利点を活かすことができます。つまり、強力な新しいサーバーとプラット

フォームを利用できる一方で、既存のサーバーは問題が発生した場合のフォールバッ

クとして保持されます。また、この方法では、現在のサーバーとワークロードに影響

を与えずに、新しいサーバーとインスタンスをテストし、稼働させることができるた

め、アップグレードによるダウンタイムを短縮できます。既存のシステムのダウンタ

イムなしで、新しいサーバーをオンラインにする際に発生するハードウェアまたはソ

フトウェアの問題をテストして対処することができます。以前のシステムにロール

バックする場合は、なんらかの方法で新しいシステムからデータをエクスポートして

古いシステムに戻す必要がありますが、インプレース アップグレードに失敗した場

合に必要となる SQL Server の完全な再インストールとデータベースの復元よりも時

間はかかりません。 

サイド バイ サイド アップグレードの短所は、必要な手動操作が増えることです。そ

のため、アップグレード/オペレーション チームによる準備に時間がかかる場合があ

ります。ただし、その程度の作業によってもたらされる利点は、多くの場合、追加の

労力に見合ったものです。 

SQL Server 2000 から SQL Server 2012 へのアップグレード 

SQL Server 2000 のインスタンスおよびデータベースは SQL Server 2012 にアップグ
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レードできません。 

 インプレース アップグレードの場合は、SQL Server 2000 のインスタンスを 

SQL Server 2005、SQL Server 2008、または SQL Server 2008 R2 にアップグ

レードした後で、SQL Server 2012 セットアップを適用します。 

 サイド バイ サイド アップグレードの場合は、最初に SQL Server 2000 のデー

タベースを SQL Server 2005、2008、または 2008 R2 に復元した後、復元され

たデータベースを SQL Server 2012 に復元します。 

インプレース方式とサイド バイ サイド方式の比較 

表 1 は、2 つのアップグレード方法の違いをまとめたものです。インプレース アッ

プグレードとサイド バイ サイド アップグレードの主な違いは、アップグレード後の

インスタンスにあります。インプレース アップグレードでは、古いインスタンスが

置き換えられるため、インスタンスが 1 つだけ残ります。 

表 1: インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードの特徴 

処理 インプレース アップ 

グレード 

サイド バイ サイド アップ 

グレード 

アップグレード後のインスタンスの数 1 つのみ 2 つ 

必要な物理サーバーの数 1 台 1 台 

データ ファイルの転送 自動 手動 

SQL Server インスタンスの構成 自動 手動 

サポート ツール SQL Server セットアップ いくつかのデータ転送方法 

 

また、インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードの違い

は、既存のインスタンスをどれだけアップグレードするかに注目することでも見えて

きます。表 2 に示したアップグレードのコンポーネント レベルと、アップグレード

後のインスタンスの数との組み合わせによって、ニーズに適したアップグレード方法

を判断できます。 

表 2: アップグレード方法とコンポーネント 

コンポーネント レベル 

アップグレード後の SQL Server 

2012 のインスタンスが 1 つ 

アップグレード後の 

インスタンスが 2 つ 

すべてのコンポーネント インプレース サイド バイ サイド 

1 つのコンポーネント インプレース サイド バイ サイド 

1 つのデータベース 実行不可 サイド バイ サイド 

 

インプレース アップグレードの全体的な長所は次のとおりです。 

 インプレース アップグレードは、データや構成オプションを新しいサーバー

に手動で転送する必要がないため、特に小規模なシステムでは、簡単かつ迅速
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です。 

 ほとんどの処理が自動化されています。 

 アップグレード後のインスタンスは元の名前と同じになります。 

 アプリケーションは引き続き同じインスタンス名に接続します。 

 関係するインスタンスが 1 つだけであるため、追加のハードウェアは必要あ

りません。ただし、セットアップには追加のディスクが必要です (この章の

「SQL Server 2012 セットアップ」の「インプレース アップグレードのセット

アップ要件」を参照してください)。 

 ほとんど自動化されているため、配置チームに必要なリソースは最小限で済み

ます。 

インプレース アップグレードの全体的な短所は次のとおりです。 

 インスタンス全体または SQL Server の主要なコンポーネントをアップグレー

ドする必要があります。たとえば、1 つのデータベースだけを直接アップグ

レードすることはできません。 

 SQL Server 2012 セットアップを続行する前に、インスタンス全体を検査して

下位互換性の問題がないかどうかを確認し、障害となる問題があれば、それに

対処する必要があります。 

 DTS パッケージなど、一部の SQL Server コンポーネントに対しては、インプ

レース アップグレードはお勧めしません。DTS パッケージをアップグレード

する方法については、「第 17 章 Integration Services」を参照してください。 

 既存のインスタンスは SQL Server 2012 の新しいインスタンスに置き換えられ

るため、2 つのインスタンスを同時に実行して比較することができません。比

較には、テスト環境を使用する必要があります。 

 インプレース アップグレードでは、アップグレードしたデータやインスタン

スのロールバックが複雑になり、時間がかかる場合があります。詳細について

は、このセクションの「アップグレードのロールバック」を参照してくださ

い。 

サイド バイ サイド アップグレードの全体的な長所は次のとおりです。 

 アップグレードするデータベース オブジェクトを細かく制御できます。 

 既存のデータベース サーバーを新しいサーバーと同時に実行できます。実稼

働システムに影響を与えずに、アップグレードのテストを実行し、互換性の問

題を確認して解決できます。 

 アップグレード中に既存のデータベース サーバーを使用できます。ただし、

少なくともデータ転送に必要な時間中は更新できません。 
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 既存のシステムのユーザーは、すべて同時ではなく、段階的に移行できます。

システムがすべての検証および受け入れテストに合格していても、問題が発生

する場合があります。ただし、問題が発生した場合は、既存のシステムにロー

ルバックできます。 

サイド バイ サイド アップグレードの全体的な短所は次のとおりです。 

 サイド バイ サイド アップグレードでは、新しいハードウェア リソースまた

は追加のハードウェア リソースが必要な場合があります。 

 同じサーバーでサイド バイ サイド アップグレードを実行した場合は、リソー

ス不足により両方のインスタンスを同時に実行できないことがあります。 

 アプリケーションとユーザーを新しいインスタンスにリダイレクトする必要が

あります。このリダイレクトにより、アプリケーションで再コーディングが必

要になる場合があります。 

 データ、セキュリティ設定、構成設定、およびその他のサポート オブジェク

トを新しいインスタンスに手動で転送する必要があります。 

 既存のシステムからの元のデータを使用して新しいシステムをセットアップし

ている間に、既存のシステムでデータの変更が発生する場合があります。その

ような変更を取得するために、既存のサーバーから新しいサーバーにデータを

同期する必要があります。 

アップグレード方法の決定に影響を与える要因の一覧 

使用するアップグレード方法を決定する際に参考となる考慮事項には、方法の適切

性、ディスク領域、新しいサーバー ハードウェア、高可用性などがあります。従う

べき単純なルールが存在しないため、決定は慎重に行ってください。表 3 には、決

定に役立つ考慮事項のガイドラインを示しています。組織のニーズによっては、一部

のインスタンスをインプレースでアップグレードし、残りのインスタンスをサイド 

バイ サイドでアップグレードすることもできます。これらの要因の多くは、この章

の後半で詳しく説明します。 

表 3: アップグレード方法の決定に影響を与える要因の一覧 

考慮事項 

インプレース アップ 

グレードの長所 サイド バイ サイド アップグレードの長所 

配置チームがアップグ

レード作業を計画して準

備するのにかかる時間を

できるだけ短くする必要

がある 

セットアップによって

データおよび設定がイン

プレースで自動的にアッ

プグレードされるため、

データや設定を手動で転

送する必要がありませ

ん。 

移行するデータベース オブジェクトを細か

く制御できます。 

既存のデータベース サーバーを新しいサー

バーと同時に実行できます。実稼働システ

ムに影響を与えずに、移行のテストを実行

し、互換性の問題を確認して解決できま

す。 
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考慮事項 

インプレース アップ 

グレードの長所 サイド バイ サイド アップグレードの長所 

アップグレード後のイン

スタンスは元の名前と同

じになります。 

アプリケーションは引き

続き同じインスタンス名

に接続します。 

移行中に既存のデータベース サーバーを使

用できます。ただし、少なくともデータ転

送に必要な時間中は更新できません。 

 

既存のシステムのアプリケーションは、す

べて同時ではなく、段階的に移行できま

す。システムがすべての検証および受け入

れテストに合格していても、問題が発生す

る場合があります (マーフィーの法則を参照

してください)。問題が発生した場合は、既

存のシステムにロールバックできます。 

DBA のスキル セットに

関して最低限の専門知識

が必要である (または、

アップグレードを実装で

きる DBA がいない) 

初級 DBA やシステム エ

ンジニア、または同等の

基本的な知識を持つ担当

者が IT の適切なプラク

ティスに従って作業すれ

ば、特別なスクリプトや

手動介入なしでアップグ

レードを完了できます。

セットアップ プログラム

によってアップグレード 

プロセスが自動化されま

す。 

システムの復旧: 初級 DBA またはアップグ

レード プロセスに慣れていないその他の担

当者がアップグレードを行った際に、何か

問題が生じた場合は、運用環境をそのまま

残しておきます。新しいシステムがテスト

/QA によって承認された場合にのみ、ユー

ザーを新しいサーバーに移行します。 

ユーザーのダウンタイム

を最小限にする必要が 

ある 

ほぼ自動化されたアップ

グレード方法であるた

め、小さなデータ セット

の場合は、エンド ツー 

エンドの合計所要時間が

最も短くなります。 

手順を直接制御することによって、ほとん

どのデータ転送を含め、準備の大半をユー

ザーのダウンタイムなしで実行できます。

ただし、インスタンスのバージョンを更新

する際には、ユーザーのダウンタイムが発

生します。 

問題が発生した場合にで

きるだけ早く元に戻す/

ロールバックできる必要

がある 

 SQL Server の既存のインスタンスはアップ

グレードの終了後も存在し、ロールバック 

オプションとして使用できます。 

同じインスタンス内の

ユーザー データベース

ごとに異なるダウンタイ

ム期間をスケジュールす

る 

 各ユーザー データベースをアップグレード

するタイミングを個別に制御できます。最

後のユーザー データベースをアップグレー

ドした後で、既存のインスタンスを削除で

きます。 

サーバー名とインスタン

ス名を保持する 

サーバー名とインスタン

ス名が保持されます。 

 

サーバーの統合プロジェ

クト 

 アップグレード後のインスタンスは統合

サーバーに配置できます。その後で、古い

サーバーの運用を停止できます。 
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考慮事項 

インプレース アップ 

グレードの長所 サイド バイ サイド アップグレードの長所 

アプリケーションでは、

SQL Server の元のインス

タンスと新しいインスタ

ンスを並行して実行する

必要がある 

 元のシステムを停止する準備ができるま

で、運用トランザクションで両方のシステ

ムを管理できます。 

新しいサーバー ハード

ウェアまたはオペレー

ティング システム 

 アップグレード後のインスタンスは新しい

サーバーに配置できます。その後で、古い

サーバーの運用を停止できます。 

運用環境のディスク領域 アップグレード後のイン

スタンスが 1 つだけであ

るため、アップグレード

後に 2 つの完全なインス

タンスを並行して実行す

る場合よりも、追加で必

要なデータ領域が少なく

て済みます。 

 

既存のサーバーが SQL 

Server 2012 セットアッ

プのインストール要件を

満たしていない 

なし (サポートされてい

ません)。 

セットアップの要件を満たす新しいサー

バーへのサイド バイ サイド アップグレー

ドのみが可能です。 

SQL Server 2012 の下位

エディションに変更する 

なし (サポートされてい

ません)。 

サイド バイ サイド アップグレードでのみ

実現できます。 

SQL Server 

2005/2008/2008 R2 の 

32 ビット バージョンを 

SQL Server 2012 の 64 

ビット バージョンに

アップグレードする 

なし (サポートされてい

ません)。 

サイド バイ サイド アップグレードでのみ

実現できます。 

SQL Server 

2005/2008/2008 R2 の 

64 ビット バージョンを 

SQL Server 2012 の 32 

ビット バージョンに

アップグレードする 

なし (サポートされてい

ません)。 

サイド バイ サイド アップグレードでのみ

実現できます。 

対象インスタンスが SQL 

Server 2000 SP3a であ

り、利用できるダウンタ

イム期間が 1 回だけで 

ある 

 データを新しいインスタンスに転送する方

が、次の必要な 3 つの手順を実行するより

も早い場合があります。 

 必要な SQL Server 2000 SP を適用し

ます。 

 SQL Server 2005/2008/2008 R2 に

アップグレードします。 

 SQL Server 2012 にアップグレード

します。 

SQL Server のクラスター

化されていない既存のイ

なし (サポートされてい

ません)。 

サイド バイ サイド アップグレードでのみ

実現できます。 
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考慮事項 

インプレース アップ 

グレードの長所 サイド バイ サイド アップグレードの長所 

ンスタンスから SQL 

Server 2012 のクラス

ター化されたインスタン

スへのアップグレード 

SQL Server 7.0 からの

アップグレード 

なし (サポートされてい

ません)。最初に SQL 

Server 2005 にアップグ

レードし、その後で SQL 

Server 2012 にアップグ

レードします。 

手動でデータを転送することにより、1 回

の直接アップグレードで実現できます。 

複数のインスタンスの

アップグレード 

データの転送と構成手順

がセットアップによって

処理されるため、通常は

こちらの方が高速です。 

 

非常に大規模なデータ

ベース (VLDB) のアップ

グレード 

セットアップによって既

存のデータ ファイルが自

動的に変換されます。そ

のため、データの転送手

順が不要です。 

必要に応じて、複数の手順とロールバック

のタイミングを制御できます。 

アップグレードのテスト  SQL Server の既存のインスタンスを再構築す

る必要がないため、再テストが簡単です。 

既存のシステムで運用アプリケーションが

サポートされている限り、テストを実行で

きます。SQL Server Profiler を使用すると、

既存のシステムに対する SQL コマンドを

キャプチャし、それらのコマンドを SQL 

Server の新しいインスタンスに対して再生

して、すべてが正常に機能することを確認

できます。 

アップグレード中にデー

タを変換する必要がある 

 SQL Server の既存のインスタンスを SQL 

Server 2012 に転送する際に、SSIS などの

データ変換ツールを使用して、データを変

換できます。 

ローカライズ: SQL 

Server の言語の変更 

 SQL Server の既存のインスタンスから別の

言語の SQL Server 2012 にアップグレード

できます。注: この問題を照合順序の設定と

混同しないでください。これは、SQL 

Server 製品のローカライズされた言語に適

用されます。 

Notification Services の

アップグレード 

なし (サポートされてい

ません)。 

サイド バイ サイド アップグレードでのみ

実現できます。Notification Services の下位

互換性アドインが必要です。 

アプリケーションの統合 手動介入なしで、セット

アップによって同じサー

バー名、インスタンス

既存のシステムのアプリケーションは、 

すべて同時ではなく、段階的に移行できま

す。システムがすべての検証および受け入
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考慮事項 

インプレース アップ 

グレードの長所 サイド バイ サイド アップグレードの長所 

名、およびデータベース

のセキュリティ設定が保

持されるため、簡単で

す。 

れテストに合格していても、問題が発生す

る場合があります。問題が発生した場合は、

既存のシステムにロールバックできます。 

サーバーの統合 アップグレード対象の 

SQL Server のバージョン

によっては、リンク サー

バー、 

レプリケーション、およ

びログ配布の設定を保持

できるため、簡単な場合

があります。 

 

アップグレードのロールバック 

使用するアップグレード方法を評価する際には、状況によってインプレース アップ

グレードまたはサイド バイ サイド アップグレードのロールバックが必要となる可能

性があることを考慮してください。ロールバックに伴う複雑さと労力は、使用する方

法を選択するうえで重要な要因となります。 

インプレース アップグレードのロールバックは複雑で、時間がかかる場合がありま

す。SQL Server 2012 の新しいデータ ファイル構造は、SQL Server 2005/2008/2008 

R2 の従来のインスタンスと互換性がありません。インプレース アップグレードで

は、SQL Server の従来のインスタンスが SQL Server 2012 の新しいインスタンスに置

き換えられます。そのため、アップグレード後のインスタンスをロールバックするに

は、SQL Server 2012 のインスタンスをアンインストールし、データ ファイルとその

他のコンポーネントを削除した後に、SQL Server 2005/2008/2008 R2 の以前のインス

タンスを再インストールして、元のデータを復元する必要があります。最初のシステ

ムのバックアップまたはイメージがあれば、元のシステムをサーバーに復元するため

に必要な時間を短縮できます。1 つの方法としては、以前のデータ ファイルをバッ

クアップ場所から適切なディスク ボリュームにコピーし、ゴースト イメージを適用

して実行可能ファイルを取得します。その後、スクリプトやコンポーネントを適用し

て、元のシステムの再構築を完了します。 

サイド バイ サイド アップグレードでは、SQL Server 2012 の新しいインスタンスが 

SQL Server の既存のインスタンスと同時に同じサーバーまたは異なるサーバーに保

持されています。そのため、既存のインスタンスをそのままロールバックに使用でき

ます。 

ただし、SQL Server 2012 のアップグレード済みのインスタンスを運用環境に移行

し、新しいデータのキャプチャを開始した場合は、新しくキャプチャされたデータが

増えるにつれてロールバックが現実的ではなくなってきます。インプレース アップ

グレードの場合は、システムを運用環境に移行した後に問題が発生したときに、ロー
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ルバックするよりも、新しいアプリケーションに対して調整や更新を行う方が適して

いることがあります。サイド バイ サイド アップグレードの場合は、SSIS を使用し、

SQL Server 2012 のインスタンスから SQL Server 2005/2008/2008 R2 の既存のインス

タンスに新しいデータを転送して、データを最新の状態に更新できます。ただし、こ

のプロセスはデータの複雑さによっては困難な場合があります。 

ロールバックの複雑さと労力を考えると、アップグレード プロセスを事前にテスト

することがいかに重要であるかがわかります。アップグレードをテストする方法につ

いては、この章の「アップグレード プランのテスト」を参照してください。 

アップグレード方法を選択する際の考慮事項 

特定のニーズに対して使用できるアップグレード方法は、アップグレードするコン

ポーネントや使用するエディションなど、さまざまな要因によって異なります。  
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 コンポーネント。コンポーネントが対応していないために特定のアップグレー

ド方法を使用できない場合があります。たとえば、SQL Server 2000 から SSIS 

のインプレース アップグレードを実行することはできません。詳細について

は、「第 17 章 Integration Services」を参照してください。また、アップグ

レード元が SQL Server 2000 の場合は、ほとんどの SSAS コンポーネントを転

送することをお勧めします。詳細については、「第 16 章 Analysis Services」

を参照してください。 

 エディション。インプレース アップグレードでは、エディション間のすべて

のパスがサポートされているわけではありません。たとえば、SQL Server 

2005 Enterprise のインスタンスを SQL Server 2012 Standard Edition にアップ

グレードする場合は、セットアップでインプレース アップグレード パスとし

てサポートされていないため、サイド バイ サイド アップグレードを実行する

必要があります。詳細については、この章の「実行可能なアップグレード パ

ス」を参照してください。 

 部分的なアップグレード。サーバー上の一部のデータベースを SQL Server 

2012 に移行し、それ以外を従来のバージョンのまま残すには、サイド バイ サ

イド アップグレードを使用する必要があります。 

 段階的なアップグレード。従来のインスタンスから SQL Server 2012 にデータ

ベースを段階的に (一度にいくつか) 移行するには、サイド バイ サイド アップ

グレードを実行する必要があります。 

 アプリケーションに対する影響。既存のアプリケーションおよびユーザーへ

の影響を最小限に抑える必要がある場合は、可能であればインプレース アッ

プグレードを選択します。 

 可用性。インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグレード

のいずれの場合も、データベースがしばらくの間使用できなくなります。必要

なダウンタイムは、主にデータセットのサイズによって決まります。一見、イ

ンプレース アップグレードではサーバー間でデータを転送しないため、サイ

ド バイ サイド アップグレードよりも高速で処理されると思われるかもしれま

せん。しかし、インプレース アップグレードの場合でも、SQL Server 2012 の

インストールに時間がかかります。サイド バイ サイド アップグレードの場合

は、SQL Server 2012 が別のインスタンスに既にインストールされています。

データ転送が迅速に実行され、新しいインスタンスで変更がほとんど必要ない

場合は、サイド バイ サイド アップグレードの方がインプレース アップグ

レードよりも高速で処理されます。 

 ロールバック。運用環境のデータベース システムの多くでは、結果が承認さ

れなかった場合に備えて、必ずロールバック方法を用意したうえで変更を行う

必要があります。サイド バイ サイド アップグレードでは、既存のインスタン

スを引き続き使用できるため、受け入れテスト時にロールバックがサポートさ

れます。ただし、ユーザーが新しいインスタンスのデータベースを更新した場

合は、ロールバックを実行できなくなる可能性があります。  
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いくつかの要因だけでは、1 つの方法に絞り込むのに十分でない場合があります。ど

の方法を選択した場合でも、テストおよび検証を忘れずに実行してください。インプ

レース アップグレードを選択した場合でも、最初に別のサーバーでアップグレード 

プロセスと結果をテストします。テストの詳細については、この章の「アップグレー

ド プランのテスト」を参照してください。 

下位互換性 

SQL Server 2012 へのアップグレードを計画する際には、新しいバージョンで推奨さ

れない機能、廃止された機能、および変更された機能について把握しておく必要があ

ります。これらの変更をあらかじめ把握しておくと、パフォーマンスの問題と、アプ

リケーションを使用できるようにする際の問題の両方を回避するのに役立ちます。 

通常、SQL Server 2012 は、下位の SQL Server 2005/2008/20008 R2 と互換性があり

ます。ただし、計画の際に機能の変更点を確認してください。計画に影響する最も重

大な下位互換性の問題は、インプレース アップグレードおよび SQL Server 2012 の

インストールの障害となる問題です。SQL Server 2012 セットアップ プログラムでイ

ンプレース アップグレード中にそうした問題が検出された場合は、既存のインスタ

ンスを変更せずにインストールが終了します。SQL Server 2012 Upgrade Advisor 

は、このような障害となる問題を事前に検出するのに最適なツールです。場合によっ

ては、問題がほとんど検出されないこともあります。 

このドキュメントの各コンポーネントおよび機能に関する章で、これらの各カテゴリ

に関連する詳細を確認できます。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブッ

クの「SQL Server の旧バージョンとの互換性」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/cc707787(SQL.110).aspx) を参照してください。 

注: 計画に影響する最も重大な下位互換性の問題は、インプレース アップグレー

ドおよび SQL Server 2012 のインストールの障害となる問題です。SQL Server 

2012 セットアップ プログラムでインプレース アップグレード中にそうした問題

が検出された場合は、既存のインスタンスを変更せずにインストールが終了しま

す。続行するには、障害となる問題を解決する必要があります。 

非推奨機能 

SQL Server 2012 の非推奨機能は、従来のバージョンと同様に動作します。ただし、次

のバージョンの SQL Server では削除される予定です。これらの機能へのアクセスを無

効にしなくても、アップグレードは完了できます。ただし、SQL Server 2012 よりも後

のアップグレードで問題が発生する可能性があるため、最終的には対処する必要があ

ります。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 の非

推奨 SQL Server 機能」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707789(v=sql.110).aspx) 

を参照してください。また、この章の「アップグレード ツール」の「システム モニ

ター: SQL Server:Deprecated Features オブジェクト」も参照してください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc707787(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707789(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707789(v=sql.110).aspx
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注: 非推奨機能を使用していても、アップグレードがブロックされることはあり

ません。ただし、今後の SQL Server のリリースで廃止される前に、これらに対処

する方法や時期を決めておき、余裕をもって問題を解決することをお勧めしま

す。 

廃止された機能 

SQL Server 2012 のどのコンポーネントでも、以前のバージョンの SQL Server の一部

の機能が廃止されています。これらの機能は、以前のバージョンの SQL Server では

機能していましたが、SQL Server 2012 では削除されました。これらの機能が参照さ

れていてもインプレース アップグレードを実行できる場合がありますが、そのよう

な参照は削除しておくことをお勧めします。参照を削除しないと、アプリケーション

が正常に動作しない可能性があります。廃止された機能をアプリケーションで使用し

ているかどうかを検出するには、アップグレード アドバイザーを使用します。この

ような機能の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 

2012 で提供が中止された機能」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc707782(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

重大な変更 

SQL Server 2012 の重大な変更については、該当する機能が異なる動作をするため、

アプリケーションの変更が必要となります。該当する機能を使用していない場合は、

影響を受けることはありません。ただし、使用している場合は、アプリケーションに

影響を及ぼす可能性があります。このような問題を検出するのに最適なツールはアッ

プグレード アドバイザーです。このツールは、既存のシステムを分析して、すべて

の重大な変更とそれらに対処する方法をレポートします。このような変更の詳細につ

いては、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 における SQL 

Server 機能の重大な変更」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc707784(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

動作の変更 

動作の変更は、データベースのコードやアプリケーションに見かけ上影響を与えな

い場合もあります。ただし、解釈方法が異なる可能性があるため、それらの変更に

も注意する必要があります。たとえば、SQL Server 2012 の SQL Server Native Client 

の動作は、SQL Server 2005 から変更されています。詳細については、SQL Server 

2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 における SQL Server 機能の動作の変

更」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707785(v=sql.110).aspx) を参照して

ください。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707782(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707782(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707784(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707784(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707785(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707785(v=sql.110).aspx
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アップグレード ツール 

この章では、SQL Server 2012 Upgrade Advisor の有用性について既に何度か触れて

います。他にも、SQL Server 2012 へのアップグレード プロセスを自動化するのに役

立つツールはあります。各ツールには、それぞれに目的と使用するタイミングがあり

ます。そのため、すべてのツールについて理解し、各アップグレード プロジェクト

に最適なツールを使用することをお勧めします。 

SQL Server 2012 Upgrade Advisor 

アップグレードの計画に通常使用するツールの中でおそらく最も重要なツールは、

アップグレード アドバイザーです。アップグレード アドバイザーは、SQL Server の

従来のインスタンスの問題を検出して、SQL Server 2012 への移行をスムーズにしま

す。従来のインスタンス内のオブジェクトとコードを分析して、アップグレードに関

する問題があれば、SQL Server コンポーネントごとにまとめた詳細なレポートを生

成します。生成されたレポートには、検出された問題と、問題を修正または回避する

方法に関するアドバイスが含まれています。レポートはディスクに保存され、アップ

グレード アドバイザーで表示したり、Microsoft Excel にエクスポートして詳しく分

析したりできます。 

アップグレード アドバイザーでは、データおよびデータベース オブジェクトに加え

て、Transact-SQL (T-SQL) スクリプトおよび SQL Server Profiler/SQL トレースのト

レースを分析できます。また、SQL コードを調べて、SQL Server 2012 で無効になっ

た構文が存在しないかどうかを確認し、レポートを生成します。レポートには、該当

するコードの一覧と、問題のあるコードの解決に役立つ詳細情報へのリンクが表示さ

れます。T-SQL クエリ、ストアド プロシージャ、スクリプト、およびアプリケー

ション コードをアップグレードする方法については、「第 10 章 Transact-SQL クエ

リ」を参照してください。 

アップグレード アドバイザーを実行するための要件は次のとおりです。 

 Windows Vista SP1、Windows 7、または Window Server 2008 R2 

 Microsoft .NET Framework 4 (SQL Server 2012 および Visual Studio 2010 に含

まれている .NET Framework と同じバージョン) 

 Windows インストーラー 4.5 

 Pentium III 互換プロセッサまたは以降のバージョン (速度は 500 MHz 以上) 

 15 MB のハード ディスク空き容量 

インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードのどちらを選択

した場合でも、従来のシステムに対してアップグレード アドバイザーを実行してく

ださい。アップグレード アドバイザーは、ローカル サーバーまたはリモート サー

バーから実行できます。また、コマンド プロンプト ウィンドウから入力パラメー

ターに構成ファイル名を使用して実行することもできます。 
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注: SQL Server 2012 Upgrade Advisor は、SQL Server 2005、SQL Server 2008、 

および SQL Server 2008 R2 のインスタンスに対してのみ実行できます。SQL 

Server 2000 または SQL Server 7.0 のインスタンスに対しては実行できません。 

アップグレード アドバイザーは、別途ダウンロードしてください。ダウンロード可

能な最新バージョンは、Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack 

(http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065) に付属していま

す。この便利なツールの詳細については、「アップグレード アドバイザーを使用し

たアップグレードの準備」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

SQL Server 2005、SQL Server 2008、および SQL Server 2008 R2 の Best Practices 

Analyzer 

SQL Server 2012 をインストールする前に、SQL Server の現在の既存のインスタンス

に対して SQL Server Best Practices Analyzer (BPA) を実行する必要があります。不適

切なプラクティスや問題のあるプラクティスが存在する場合は、アップグレードする

前に対処し、修正したインスタンスをテストして、運用環境に移行します。既存の 

SQL Server システムで最初からベスト プラクティスが使用されていればスムーズに

アップグレードできますが、必ずしもそうなってはいません。アップグレード プロ

セス中に一部のプラクティスの変更が必要になる場合もあります。 

SQL Server 2005 バージョンの BPA は、SQL Server 2005 Best Practices Analyzer (2008 年 

8 月) (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=23864) 

のダウンロード ページからダウンロードできます。 

SQL Server 2008 R2 バージョンの BPA は、SQL Server 2008 R2 Best Practices 

Analyzer (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15289) のダウ

ンロード ページからダウンロードできます。SQL Server 2008 および SQL Server 

2008 R2 には、これを使用してください。 

アップグレードした後は、必ず SQL Server 2012 Best Practices Analyzer 

(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29302) を実行してくだ

さい。また、この章の「アップグレード後の作業」を参照してください。 

SQL Server 2012 セットアップ: システム構成チェッカー 

インプレース アップグレードでは、SQL Server 2012 セットアップを使用して、SQL 

Server 2005/2008/2008 R2 を直接アップグレードします。SQL Server 2012 セット

アップ プログラムでは、.NET Framework や PowerShell 2.0 などの必須コンポーネン

トをインストールします。また、対象のコンピューターをスキャンして、SQL Server 

エディションのアップグレード パスがインプレース アップグレードに対してサポー

トされていること、および最低限のハードウェア要件とソフトウェア要件を満たして

いることを確認します。そのために、SQL Server 2012 セットアップ プログラムに

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=133152
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=133152
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0FD439D7-4BFF-4DF7-A52F-9A1BE8725591
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0FD439D7-4BFF-4DF7-A52F-9A1BE8725591
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29302
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は、インストールの前にコンピューターのスキャンを実行するシステム構成チェッ

カー (SCC) というユーティリティが含まれています。詳細については、SQL Server 

2012 オンライン ブックの「システム構成チェッカーの検査パラメーター」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143753(SQL.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

セットアップの SCC では、SQL Server の正常なインストールまたはアップグレード

を妨げる条件を検出します。これらのチェックは SQL Server 2012 インストール 

ウィザードの開始前に実行され、インストールを妨げる問題の一覧と、各問題に対処

する方法についてのアドバイスがレポートされます。セットアップの SCC では、次

のカテゴリのルールを使用します。これらのカテゴリの詳細については、SQL Server 

2012 オンライン ブックの関連リンクを参照してください。 

 インストール ルール 

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc646015(SQL.110).aspx) 

 アップグレード ルールのチェック 

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc281843(SQL.110).aspx) 

 エディション アップグレード ルール 

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc645998(SQL.110).aspx) 

 アンインストール ルール 

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc645979(SQL.110).aspx) 

インプレース アップグレードおよびサイド バイ サイド アップグレードに関連し

て、4 つすべてのカテゴリに共通するルールは次のとおりです。これらのルールのい

ずれかに失敗すると、インプレース アップグレードを妨げる可能性がある問題があ

ると見なされます。 

 .NET Framework のセキュリティ チェックで証明書を検証するときに、対象の

コンピューターがインターネットに接続されている必要があります。 

 対象のコンピューターはドメイン コントローラーではない必要があります。 

 SQL Server のレジストリ キーに一貫性が必要です。 

 インストール プログラムの CPU アーキテクチャが、アップグレードする機能

の CPU アーキテクチャと一致する必要があります。 

 コンピューターがクラスター化されている場合は、クラスター サービスがオ

ンラインになっている必要があります。 

 Windows PowerShell 2.0 がインストールされている必要があります (必須コン

ポーネントをインストールする際に、自動的にインストールされます)。 

 SQL Server セットアップがこのオペレーティング システム プラットフォーム

でサポートされている必要があります。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143753(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc646015(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc281843(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc645998(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc645979(SQL.110).aspx
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 SCC では、保留中のコンピューターの再起動が必要かどうかを確認します。 

 既存のパフォーマンス カウンターのレジストリ ハイブに一貫性が必要です。 

 SCC では、サーバーに SQL Server 7.0 および SQL Server 7.0 OLAP Services が

インストールされていないことを確認します。SQL Server 2012 は、SQL 

Server 7.0 と同じサーバーではサポートされません。 

SQL Server のエディションがインプレース アップグレード パスで有効かどうかを判

断するために、SCC では次の項目を追加でチェックします。 

 アップグレード先の SQL Server エディションでサポートされていない機能が

システム データベースに含まれているかどうかを確認します。 

 SQL Server エディションでサポートされていない機能がユーザー データベー

スに含まれているかどうかを確認します。 

 SQL Server サービスを再起動できるかどうかを確認します。 

 SQL Server サービスが無効に設定されていないことを確認します。 

 選択した SQL Server インスタンスがアップグレード マトリックスの要件を満

たしているかどうかを確認します (この章の「実行可能なアップグレード パ

ス」を参照してください)。 

 SSAS が有効なエディションにアップグレードされているかどうかを確認しま

す。 

 選択した SQL Server インスタンスのエディションがこのシナリオでサポート

されているかどうかを確認します (このセクションの「実行可能なアップグ

レード パス」およびこのガイドの「第 4 章 高可用性」を参照してください)。 

SQL Server 2012 セットアップの詳細については、この章の「SQL Server 2012 セット

アップ」を参照してください。 

Upgrade Assistant for SQL Server 2012 (UAFS) 

Upgrade Assistant for SQL Server 2012 (UAFS) は、SQL Server 2005、2008、または 

2008 R2 で現在実行されているアプリケーションが SQL Server 2012 でどのように実

行されるかをテスト環境で確認できる外部ツールです。このツールでは、テスト環境

でのベースラインおよびトレースの再生と共に、SQL Server 2012 管理ツールの 

Distributed Replay (DReplay) Utility を使用して、互換性の問題を特定できます。 

Upgrade Assistant を使用するための要件は次のとおりです。 

 再生時には、4 台のサーバーが必要です。 

 実稼働サーバー: 移行するデータベースと再生するアクティビティを格納しま

す。 
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 ベースライン サーバー: 移行するデータベースを格納する実稼働サーバーと同

じバージョンの SQL Server をインストールします。他のアプリケーションや

サーバーの利用状況から影響を受けずにベースライン情報を取得するために、

他のサーバーから分離します。Upgrade Assistant for SQL Server 2012 では、

このサーバーに対して再生を実行し、ベースライン トレース ファイルを生成

します。 

 テスト サーバー: このサーバーには、新しい SQL Server 2012 のインスタンス

を配置します。 

 インプレース アップグレードをテストする場合は、SQL Server 2012 のアップ

グレードを適用すると、これがベースライン サーバーなります。 

 サイド バイ サイド アップグレードをテストする場合は、これは個別のサー

バーである必要があります。 

 レポート サーバー: SQL Server 2012 Distribute Replay をインストールしたこ

のサーバーを使用して、トレース ファイルの比較結果を保存します。 

 Upgrade Assistant for SQL Server 2012 には、Distributed Replay Utility を構成

するための手順説明が用意されています。 

 Windows Server 2003 R2、Windows Vista、または Windows XP SP2 以降の

バージョン 

 SQL Server 2000 SP4 以降のバージョンまたは SQL Server 2005 SP2 以降の

バージョン 

 Microsoft .NET Framework 2.0 SP1 以降のバージョン 

レポート サーバーでレポートを使用して、元のベースラインと SQL Server 2012 で

のベースライン テストのワークロードの結果を比較します。2 つの結果に重要な違

いがある場合は、運用環境をアップグレードする前に、それらを解決します。 

詳細とダウンロードの手順については、Scalability Experts の「Tools Downloads」

ページの Upgrade Assistant for SQL Server 2012 (UAFS) 

(http://www.scalabilityexperts.com/tools/downloads.html) を参照してください。 

SQL Server Profiler 

SQL Server Profiler は、実行中のワークロードを記録し、特定の SQL Server インスタ

ンスから同じアクティビティを再生できるため、アップグレードの準備に便利なツー

ルです。アップグレードをシミュレーションして、パフォーマンスおよび適切な動作

を確認するために役立ちます。たとえば、SQL Server 2012 Server Profiler を使用し

て、負荷がある状態の SQL Server 2005/2008/2008 R2 インスタンスでデータベース

の利用状況をトレースし、そのトレースを保存することができます。その後で、既存

の SQL Server データベースを同等のハードウェア上の 2 つのインスタンス (従来の 

SQL Server のインスタンスおよび SQL Server 2012 のインスタンス) に復元できま

す。再生はそれぞれで実行します (ただし、同じサーバーの場合は、異なるタイミン

http://www.scalabilityexperts.com/tools/downloads.html
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グで実行します)。また、再生を実行している間も、各実行に対して Profiler トレース

を実行して、エラーとクエリの実行時間をキャプチャします。結果を比較すること

で、アップグレードが正常に (エラーなしで) 動作し、パフォーマンスが適切である

かどうかを確認できます。 

注: Profiler を使用する場合は、サーバーの状態を正しく反映する負荷 (アプリ

ケーションからデータベースに送信されるすべてのクエリ) がトレース ファイル

に含まれていることを確認してください。テストにすべてのクエリが含まれ、 

十分な負荷がかかっていれば、アップグレード プランの信頼性が向上します。 

Profiler を使用して再生を行う方法の詳細については、SQL Server 2012 オンライン 

ブックの「トレースの再生」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ms190995(SQL.110).aspx) を参照してください。 

システム モニター: SQL Server:Deprecated Features オブジェクト 

SQLServer:Deprecated Features と呼ばれる SQL Server 2012 システム モニター 

(Perfmon) カウンターを使用すると、将来のリリースの SQL Server から削除される予

定のコマンドがアプリケーションから SQL Server 2012 データベース エンジンに送信

されているかどうかを監視できます。そうした非推奨コマンドが検出された場合は、

SQL Server 2012 アプリケーションから削除する必要があります。このカウンターを使

用してアプリケーション コードへの変更計画を立てることで、SQL Server 2012 の次の

バージョンの SQL Server にアップグレードする際に、アップグレード プロセスがス

ムーズになります。カウンターの [インスタンスの選択] ボックスを使用して、監視す

る機能の種類を選択します。システム モニターでは、SQL Server 2012 が最後に起動し

てから非推奨機能が見つかった合計回数を記録します。このツールの使用方法の詳細

については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server:Deprecated Features 

オブジェクト」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510662(v=sql.110).aspx) を参

照してください。 

Analysis Services 移行ウィザード 

Analysis Services 移行ウィザードを使用して、SSAS のサイド バイ サイド アップグ

レードを実行できます。このツールの詳細については、「第 16 章 Analysis 

Services」を参照してください。 

Notification Services 

SQL Server 2012 では SQL Server Notification Services がインストールされないた

め、SQL Server Notification Services のインプレース アップグレードを実行すること

はできません。SQL Server 2008 R2 Notification Services の下位互換性アドインを使

用する必要があります。『SQL Server 2008 R2 アップグレード テクニカル リファレ

ンス ガイド』(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-

442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx) の第 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms190995(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510662(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510662(v=sql.110).aspx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
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9 章を参照してください。 

SQL Server 2012 セットアップ 

SQL Server 2012 へのアップグレードを計画している場合は、最初に対象サーバーが 

SQL Server 2012 セットアップの実行に必要なハードウェアおよびソフトウェアの要

件を満たしていることを確認する必要があります。 

注: SQL Server 2005/2008/2008 R2 の実稼働インスタンスが Windows Server 2003 

にインストールされている場合は、サイド バイ サイド アップグレードを使用し

て新しいサーバーにアップグレードする必要があります。Windows Server 2003 

では、SQL Server 2012 がサポートされていないため、インプレース アップグ

レードを実行できません。 

インプレース アップグレードのセットアップ要件 

SQL Server 2012 セットアップには、SQL Server 2005、2008、および 2008 R2 のイン

スタンスをインプレースでアップグレードする際に重要となるバージョン レベルの

要件があります。基本的な要件は次のとおりです。 

 SQL Server 2005: SP4 が必要です。 

 SQL Server 2008: SP2 が必要です。 

 SQL Server 2008 R2: SP1 が必要です。 

インプレース アップグレードでは、対象の SQL Server 2012 サーバーと SQL Server 

2005/2008/2008 R2 の従来のインスタンスが SQL Server 2008 R2 に関する次の追加

要件を満たしている必要があります。 

 SQL Server 2012 インスタンス内で異なるバージョンを使用することはサポー

トされません。データベース エンジン、Analysis Services、および Reporting 

Services コンポーネントのバージョン番号は SQL Server 2012 のインスタンス

全体で同一であることが必要です。そのため、インプレース アップグレード

では、これらのコンポーネントをすべて同時にアップグレードする必要があり

ます。 

 SQL Server 2012 セットアップに必要なディスク領域を使用できることを確認

します。ディスク領域の要件は、アップグレード対象として選択したコンポー

ネントによって異なります。ディスク領域のサイズについては、SQL Server 

2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 のインストールに必要なハード

ウェアおよびソフトウェア」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx) の「必要なハード ディスク空き容量  

(32 ビットおよび 64 ビット)」を参照してください。 

 SQL Server をアップグレードする前に、SQL Server エージェントの Windows 

認証を有効にし、既定の構成 (SQL Server エージェントのサービス アカウント

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
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が SQL Server sysadmin グループのメンバーであること) を確認します。 

 SQL Server 2012 を別のエディションにアップグレードする場合には、現在使

用している機能がアップグレード先のエディションでサポートされているかど

うかを確認します。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「SQL Server のインストール計画」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb500442(v=sql.110).aspx) で特定のコンポーネントのセクションを

参照してください。 

 32 ビット プラットフォームから 64 ビット プラットフォーム (x86 から x64) へ

の (およびその逆の) インプレース アップグレードはサポートされていません。 

 サポートされているバージョンの Windows オペレーティング システムを実行

していることを確認します。 

 次の場合は、インプレース アップグレードがブロックされます。 

o サーバーに保留中の再起動がある。 

o Windows インストーラー サービスが実行されていない。 

o Windows システム モニターのパフォーマンス カウンターが破損して

いる。 

 SQL Server のインスタンスを SQL Server フェールオーバー クラスターにアッ

プグレードするには、アップグレードするインスタンスがフェールオーバー 

クラスターであることが必要です (または、最初にフェールオーバー クラス

ターにアップグレードする必要があります)。つまり、スタンドアロンの SQL 

Server インスタンスを SQL Server フェールオーバー クラスターにアップグ

レードするには、新規の SQL Server フェールオーバー クラスターをインス

トールした後で、データベース コピー ウィザードを使用してそのスタンドア

ロン インスタンスのユーザー データベースを移動します (詳細については、

「第 4 章 高可用性」を参照してください)。 

注: インプレース アップグレード プロセスの実行中は、既存の SQL Server 

2005/2008/2008 R2 システムを変更しないでください。 

詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「サポートされているバー

ジョンとエディションのアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx) の「サポートされていないシナリオ」を参照し

てください。 

セットアップによってインストールされる SQL Server の必須コンポーネント 

SQL Server 2012 インストール ウィザードでは、次の必須コンポーネントがインス

トールされます (コンピューターにまだインストールされていない場合)。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb500442(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx


46 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

  



47 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

 .NET Framework 3.5 SP1 

 SQL Server Native Client 

 SQL Server サポート ファイル 

アップグレード プロセスに必要な時間を短縮するには、アップグレードするサー

バーに .NET Framework 3.5 SP1 コンポーネント (SP1 以降のバージョンが必要です) 

および SQL Server 2012 Native Client を事前にインストールしておきます。次に、テ

スト サーバーのベースライン イメージに同じコンポーネントを含めます。アップグ

レード プロセス用にスケジュールされているダウンタイムより前には実稼働システ

ムを停止できない場合は、SQL Server 2012 セットアップ プログラムでのアップグ

レード プロセス中に必須コンポーネントが自動的にインストールされます。ただ

し、その場合、アップグレードに要する時間が増加します。 

SQL Server 2012 には、PowerShell 2.0 が必要です。対象の SQL Server が Windows 

Server 2008 SP2 で実行されている場合は、PowerShell 2.0 をインストールして有効

にします。Windows Server 2008 R2 SP1 で実行されている場合は、PowerShell 2.0 を

有効にします。また、SQL Server 2012 セットアップによって、SQL Server 

PowerShell スナップインもインストールされます。 

注: SQL Server 2008 R2 PowerShell スナップインを実行するための sqlps.exe コマ

ンド プロンプト ユーティリティは、非推奨になっています。 

インスタンス ID とパス 

インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードのどちらの場合

でも、SQL Server セットアップを実行すると、インスタンス ID が要求されます。イ

ンスタンス ID は、特定の SQL Server 2012 のインストールを識別するためにアップ

グレード中 (またはインストール中) に指定する一意の識別子です。インスタンス ID 

はインスタンス名と同じように機能しますが、いくつか追加の機能があります。SQL 

Server の既定のインスタンスでは、常に既定値が MSSQLSERVER になります。ま

た、インスタンス ID は SQL Server 2012 のプログラム ファイルに記録されます。こ

れらのファイルは、既定では X:¥Program Files¥Microsoft SQL 

Server¥MSSQL11.InstanceID にあります。X は、C ドライブなどのシステム ドライブ

です。 

名前付きインスタンスの場合は、適切なインスタンス ID を選択します。必ずしも既

定値をそのまま使用する必要はありません。これは、特にフェールオーバー クラス

タリングの実装に当てはまります。この実装では、インスタンスは "ローカル" では

なく、各ノードに存在します (クラスタリングの詳細については、「第 4 章 高可用

性」を参照してください)。 

SQL Server 2012 の最低限のハードウェア要件とソフトウェア要件 

このセクションでは、SQL Server 2012 を実行するための最低限のハードウェア要件
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とソフトウェア要件について説明します。SQL Server 2012 のすべてのエディション

の最低限のハードウェア要件とソフトウェア要件の詳細については、SQL Server 2012 

オンライン ブックの「SQL Server 2012 のインストールに必要なハードウェアおよび

ソフトウェア」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx) を

参照してください。次のサブセクションは、ユーザーが参照しやすいように、このリ

ンク先の情報をコピーしたものです。リンク先には、これよりも新しい情報が含まれ

ている場合があります。 

次の最低限のハードウェア要件とソフトウェア要件は、SQL Server 2012 のすべての

エディションに適用されます。 

 SQL Server 2012 セットアップでは、.NET 4.0、SQL Server Native Client、およ

び必要な SQL Server 2012 セットアップ サポート ファイルがインストールさ

れます。 

 .NET の要件: 

o Windows Vista SP2 または Windows Server 2008 SP2 サーバーに SQL 

Server 2012 をインストールする場合は、.NET Framework 3.5 をダウン

ロードしてインストールする必要があります。 

o Windows 7 および Windows Server 2008 R2 SP1 では、.NET Framework 

3.5 を有効にする必要があります。 

o .NET 4.0 は、SQL Server 2012 の要件の 1 つです。これは、SQL Server 

2012 セットアップで機能をインストールする段階でインストールされ

ます。 

o Windows 2008 R1 SP1 Core に SQL Server 2012 Express をインストール

する場合は、最初に .NET 4.0 をインストールする必要があります。 

 Windows PowerShell 2.0 は SQL Server 2012 によってインストールされません

が、これも必要なコンポーネントの 1 つです。Windows PowerShell 2.0 は、

Windows 管理フレームワーク サイト (http://support.microsoft.com/kb/968929) 

からダウンロードしてインストールできます。 

プロセッサ、メモリ、およびオペレーティング システムの要件 

プロセッサおよびメモリの最小要件は、SQL Server 2012 のすべてのエディションで同じで

す。これらの要件については、「SQL Server 2012 のインストールに必要なハードウェアお

よびソフトウェア」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx) を参

照してください。 

オペレーティング システムの最小要件は、選択した SQL Server 2012 のエディションによっ

て異なります。次のリンクをクリックすると、SQL Server 2012 のサーバー ベースの各エ

ディションに対応した適切なセクションが表示されます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://support.microsoft.com/kb/968929
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
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SQL Server 2012 のプリンシパル エディション (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143506.aspx#top_principal) 

 SQL Server Enterprise (64 ビット) 

 SQL Server Business Intelligence (64 ビット) 

 SQL Server Standard (64 ビット) 

 SQL Server Enterprise (32 ビット) 

 SQL Server Business Intelligence (32 ビット) 

 SQL Server Standard (32 ビット) 

SQL Server 2012 の特別エディション (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143506.aspx#top_sp) 

 SQL Server Web (64 ビット) 

 SQL Server Web (32 ビット) 

SQL Server 2012 の拡張エディション (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143506.aspx#top_breadth) 

 SQL Server Developer (64 ビット) 

 SQL Server Express Edition (64 ビット) 

 SQL Server Developer (32 ビット) 

 SQL Server Express Edition (32 ビット) 

次の制限事項または制約に注意してください。 

 SQL Server 2012 は、Windows Server 2008 R2 SP1 以降の Server Core インス

トールでサポートされています。 

 プロセッサの種類の要件、オペレーティング システムの最小要件に加えて、

他の条件を満たしていない場合は、セットアップの SCC によってセットアッ

プがブロックされます。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブック

の「システム構成チェッカーの検査パラメーター」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143753(v=sql.110).aspx) を参照し

てください。 

必要なハード ディスク空き容量 (32 ビットおよび 64 ビット) 

ユーザー データベース内のユーザー データを格納するハード ディスクが必要です。

ディスク領域の計算では、ユーザー データを考慮に入れます。対象インスタンスと

新しいインスタンスを短期間でも並行してオンラインにする場合は、同じデータを 2 

回保存するため、2 倍のディスク領域が必要になることに注意してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506.aspx#top_principal
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506.aspx#top_sp
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506.aspx#top_breadth
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143753(v=sql.110).aspx
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また、SQL Server のシステム ファイルとオブジェクト用のディスク領域も計算に入

れる必要があります。SQL Server 2012 をインストールする際には、Windows インス

トーラーによってシステム ドライブ上に一時ファイルが作成されます。したがっ

て、セットアップを実行して SQL Server をインストールまたはアップグレードする

前に、これらの一時ファイル用に 4 GB 以上の空き容量がシステム ドライブにあるこ

とを確認してください (この要件は、システム ドライブ以外のドライブに SQL Server 

コンポーネントをインストールする場合にも適用されます)。表 4 は、SQL Server 

2012 オンライン ブックからの抜粋であり、主な SQL Server 2012 コンポーネントに

必要な最小のディスク領域を示しています。詳細については、「必要なハード ディ

スク空き容量 (32 ビットおよび 64 ビット)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx#harddiskspace) を参照してください。 

表 4: SQL Server 2012 のディスク領域の最小要件 

機能 ディスク領域の最小要件 

データベース エンジンとデータ ファイル、レプリケーション、

フルテキスト検索、および Data Quality Services 

811 MB 

Analysis Services とデータ ファイル 345 MB 

Reporting Services とレポート マネージャー 304 MB 

Integration Services 591 MB 

マスター データ サービス 243 MB 

クライアント コンポーネント 1823 MB 

SQL Server 2012 オンライン ブック (ダウンロードされます) 200 MB 

 

拡張システムのサポート (WOW64) 

Windows x64 上の SQL Server 2012 では、Windows on Windows 64 (WOW64) とも呼

ばれる拡張システムを使用できます。WOW64 は、SQL Server 2012 管理ツールなど

の 32 ビット アプリケーションをネイティブの 32 ビット モードで実行する、64 

ビット版 Windows の機能です。基盤となるオペレーティング システムを 64 ビット 

オペレーティング システム上で実行している場合でも、そうしたアプリケーション

は 32 ビット モードで動作します。それにより、Windows x86 上の 32 ビット SQL 

Server 2012 エディション、または Windows x64 上の 64 ビット SQL Server 2012 エ

ディションにアップグレードする以外に、WOW64 を使用して Windows x64 上の 32 

ビット SQL Server 2012 エディションにもアップグレードできます。詳細について

は、「SQL Server 2012 のインストールに必要なハードウェアおよびソフトウェア」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx) の「拡張システ

ムのサポート」を参照してください。 

ドメイン コントローラーへの SQL Server 2012 のインストール 

SQL Server 2012 はドメイン コントローラーにインストールすることもできますが、

次の理由によりお勧めしません。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx#harddiskspace
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx#harddiskspace
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
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 ドメイン コントローラー上のローカル サービス アカウントを使用して SQL 

Server サービスを実行することはできません。 

 SQL Server 2012 をドメイン メンバー サーバーにインストールした後で、その

サーバーのネットワーク ロールをドメイン メンバーからドメイン コントロー

ラーに変更することはできません。ホスト コンピューターをドメイン コント

ローラーに変更する前に、SQL Server をアンインストールする必要がありま

す。 

 同様に、SQL Server 2012 をドメイン コントローラーにインストールした後

で、ドメイン メンバーに変更するには、まず SQL Server をアンインストール

する必要があります。 

 SQL Server 2012 AlwaysOn フェールオーバー クラスター インスタンスは、 

クラスター ノードがドメイン コントローラーの場合はサポートされません。 

 SQL Server 2012 セットアップでは、読み取り専用ドメイン コントローラーに

セキュリティ グループを作成したり、サービス アカウントを準備したりはで

きません。そのような場合、セットアップは失敗します。 

詳細については、「SQL Server 2012 のインストールに必要なハードウェアおよびソ

フトウェア」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx) の

「ドメイン コントローラーへの SQL Server のインストール」を参照してください。 

SQL Server 2012 セットアップでの製品の更新プログラム (スリップストリーム) 

SQL Server 2012 では、製品の更新プログラムという新しい機能により、SQL Server 

2008 のスリップストリーム機能が強化されています。この機能を使用すると、メイ

ンの製品のインストールに、製品の最新の更新プログラムを含めることができます。

たとえば、最新の SQL Server 2012 Service Pack (SP) や Cumulative Update (CU) を 

RTM バイナリと同じファイルに統合できます。これにより、時間と手間を大幅に節約

できます。SQL Server 2012 をインストール (または SQL Server 2012 にアップグレー

ド) し、インストール後に修正プログラムをインストールする代わりに、これらの手

順を 1 つに統合できます。SQL Server の出荷時にはスリップストリームが適用されて

いませんが、更新済みのインストール メディアを自分で作成できます。製品の更新プ

ログラムの使用方法については、「SQL Server 2012 のインストールでの製品の更新

プログラム」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh231670(v=SQL.110).aspx) を参

照してください。SQL Server 2008 形式のスリップストリームに対する SQL Server 

2012 の制限事項については、「SQL Server 2012 の非推奨 SQL Server 機能」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707789(v=sql.110).aspx) の「スリップスト

リーム機能」を参照してください。 

実行可能なアップグレード パス 

ここまでは、SQL Server の特定のバージョンおよびコンポーネントを SQL Server 

2012 にアップグレードできることを説明しました。次に、アップグレード可能なバー

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh231670(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh231670(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707789(v=sql.110).aspx
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ジョン、コンポーネント、およびアップグレード パスについてより詳しく説明しま

す。 

SQL Server 2005、2008、および 2008 R2 の最小バージョン 

SQL Server 2012 セットアップ プログラムでインプレース アップグレードを実行す

る場合には、アップグレード前の SQL Server インスタンスのバージョンに条件があ

ります (詳細については、この章の「SQL Server 2012 セットアップ: システム構成

チェッカー」を参照してください)。具体的には、SQL Server 2012 セットアップを使

用してインプレース アップグレードを実行できるバージョンは次のとおりです。 

 SQL Server 2005: SP4 が必要です。 

 SQL Server 2008: SP2 が必要です。 

 SQL Server 2008 R2: SP1 が必要です。 

これより古いバージョンの SQL Server 2005/2008/2008 R2 をアップグレードする必

要がある場合に、必要な修正プログラムを適用できないときは、サイド バイ サイド 

アップグレードを使用します。 

SQL Server 7.0 から SQL Server 2012 へのアップグレード 

SQL Server 2012 では、SQL Server 7.0 のインスタンスを直接インプレースでアップ

グレードすることはできません。SQL Server 7.0 から SQL Server 2012 にアップグ

レードする場合には、次のいずれかの方法を選択できます。 

 SQL Server 7.0 のインスタンスを SQL Server 2005 SP4 にインプレースでアッ

プグレードしてから、アップグレードしたインスタンスを SQL Server 2012 に

インプレースでアップグレードします。このように、インプレース アップグ

レードの場合は 2 段階で実行する必要があります。 

 サイド バイ サイド アップグレードを使用して、SQL Server 7.0 のインスタン

スを SQL Server 2012 の新しいインスタンスにアップグレードします。 

2 段階のインプレース アップグレードを使用する場合でも、サイド バイ サイド アッ

プグレードを使用する場合でも、SQL Server 2005 アップグレード アドバイザーを使

用して、SQL Server 7.0 のインスタンスを調べる必要があります。アップグレードの

障害となる問題 (廃止された機能や重大な変更) が検出された場合は、それらを解決

する必要があります。詳細については、『SQL Server 2005 アップグレード テクニカ

ル リファレンス ガイド』(http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=19471) を参照してください。 

SQL Server コンポーネントのアップグレード 

SQL Server は複雑な製品で、多くのコンポーネントはほぼ互いに独立しています。

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=71736
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=71736
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表 5 には、アップグレードできる SQL Server 2005 コンポーネントと、実行可能なパ

スを示しています。表 6 と表 7 には、それぞれ SQL Server 2008 と SQL Server 2008 

R2 について同じ情報を示しています。  
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表 5: コンポーネントとアップグレード方法: SQL Server 2005 SP4 から SQL Server 2012 

SQL Server 2012 

のコンポーネント 

インプレース アップグレード 

(SQL Server 2005 SP4) 

サイド バイ サイド アップグレード 

(SQL Server 2005 SP4) 

データベース エン

ジン 

SQL Server セットアップ 

(すべてのデータベースをアッ

プグレードし、可能な限り

サーバー構成を保持します) 

1 台または 2 台のサーバー 

(バックアップ/復元、デタッチ/アタッチ、ま

たはデータベース コピー ウィザードを使用し

ます) 

Analysis Services SQL Server セットアップ 

 

Analysis Services 移行ウィザードを使用します 

(「第 16 章 Analysis Services」を参照してくだ

さい) 

Integration 

Services 

SQL Server セットアップ 「第 17 章 Integration Services」を参照してく

ださい 

Reporting Services SQL Server セットアップ  

(既定の構成の場合のみ) 

手動でのデータ転送手順を実行します 

(「第 18 章 Reporting Services」を参照してく

ださい) 

Notification 

Services 

サポートされません 詳細については、『SQL Server 2005 アップグ

レード テクニカル リファレンス ガイド』

(http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id

=19471) を参照してください。 

 

表 6: コンポーネントとアップグレード方法: SQL Server 2008 SP2 から SQL Server 2012 

SQL Server 2012 の 

コンポーネント 

インプレース アップグレード 

(SQL Server 2008 SP2) 

サイド バイ サイド アップグレード 

(SQL Server 2008 SP2) 

データベース エンジン SQL Server セットアップ 

(すべてのデータベースをアップ

グレードし、可能な限りサーバー

構成を保持します) 

1 台または 2 台のサーバー 

(「第 3 章 リレーショナル データ

ベース」を参照してください) 

SQL Server の高可用性ソ

リューション 

SQL Server セットアップ (特別な

注意事項があります) 

(「第 4 章 高可用性」を参照して

ください) 

「第 4 章 高可用性」を参照してくだ

さい 

Analysis Services SQL Server セットアップ 

 

手動でのデータ転送 

(「第 16 章 Analysis Services」を参照

してください) 

Integration Services SQL Server セットアップ 手動でのデータ転送 

(「第 17 章 Integration Services」を参

照してください) 

Reporting Services SQL Server セットアップ 手動でのレポートの転送 

(「第 18 章 Reporting Services」を参

照してください) 

  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=19471
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=19471
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表 7: コンポーネントとアップグレード方法: SQL Server 2008 R2 SP1 から  

SQL Server 2012 

SQL Server 2012 の 

コンポーネント 

インプレース アップグレード 

(SQL Server 2008 R2 SP1) 

サイド バイ サイド アップグレード 

(SQL Server 2008 R2 SP1) 

データベース エンジン SQL Server セットアップ 

(すべてのデータベースをアップ

グレードし、可能な限りサーバー

構成を保持します) 

1 台または 2 台のサーバー 

(「第 3 章 リレーショナル データ

ベース」を参照してください) 

SQL Server の高可用性 

ソリューション 

SQL Server セットアップ (特別な

注意事項があります) 

(「第 4 章 高可用性」を参照して

ください) 

「第 4 章 高可用性」を参照してくだ

さい 

Analysis Services SQL Server セットアップ 

 

手動でのデータ転送 

(「第 16 章 Analysis Services」を参照

してください) 

Integration Services SQL Server セットアップ 手動でのデータ転送 

(「第 17 章 Integration Services」を参

照してください) 

Reporting Services SQL Server セットアップ 手動でのレポートの転送 

(「第 18 章 Reporting Services」を参

照してください) 

エディションごとの実行可能なインプレース アップグレード パス 

サイド バイ サイド アップグレードでは、データ転送を手動で処理する場合、エディ

ション間のパスに制限はありません。原則として、データベースのデータに互換性が

ある限り、どのエディションからどのエディションにでもアップグレードできます。

ただし、エンタープライズ機能に関しては、いくつかの制限があります。たとえば、

テーブル パーティション分割は、SQL Server 2005/2008/2008 R2 Enterprise Edition で

のみサポートされます。そのため、パーティション テーブルを含む従来の SQL Server 

Enterprise データベースを SQL Server 2012 Standard に復元することはできません。 

ただし、直接アップグレードする場合は、アップグレード パスに制限があります。

SQL Server 2012 セットアップ プログラムを使用して、インプレース アップグレード

を実行する場合は、SQL Server エディションのアップグレード パスが有効であるかど

うかがプログラムによって確認されます。詳細については、SQL Server 2012 オンライ

ン ブックの「エディション アップグレード ルール」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/cc645998(SQL.110).aspx) を参照してください。 

注: 同じインスタンス上にある SQL Server 2012 の各種コンポーネントは、すべて

同じエディションになっている必要があります。たとえば、特定のインスタンス

で SQL Server 2012 Enterprise データベース エンジンを実行している場合は、そ

のインスタンスの一部として Analysis Services の Enterprise Edition をインストー

ルする必要があります。  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc645998(SQL.110).aspx
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サポートされているインプレース アップグレード パスの詳細については、このガイド

の付録 1 にある表 1 の「バージョンとエディションのアップグレード パス」および 

SQL Server 2012 オンライン ブックの「サポートされているバージョンとエディション

のアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx) 

を参照してください。 

データベースの照合順序のアップグレード 

成長する世界市場をサポートするためにデータベースが拡張を続けるのに伴い、文字

データをさまざまな方法で活用できる機能が求められています。照合順序は、ユー

ザーが自らの文化的慣習に従って文字列の並べ替えや比較を行うことができる強力な

機能です。そのため、照合順序は、データベースを作成してデータを操作する際の重

要な要素の 1 つとなります。また、char や varchar などの文字データ型を使用する

場合は、照合順序によってコード ページが指定され、そのデータ型で表すことので

きる文字が決定されます。 

SQL Server 2008 R2 では、Windows Server 2008 R2 で使用される照合順序に完全に

対応した新しい照合順序が導入され、SQL Server 2012 にも受け継がれています。こ

れらの新しい照合順序は、*_100 というバージョンで示され、各カルチャに応じて言

語的に正確な最新の並べ替え規則をユーザーに提供します。 

新しい照合順序に含まれる機能には、サロゲートについて言語的に正確な新しい東ア

ジア言語の政府規格のサポート、中国の少数民族のスクリプトのサポート、Unicode 

5.0 ケース テーブルなどがあります。また、これまでは重み付けがなく等価として比

較されていた一部の文字に対して、重み付けが追加されています。 

データベースの照合順序のアップグレードに関する考慮事項。ここでは、データベー

スの照合順序のアップグレードに影響する可能性がある考慮事項について説明しま

す。 

 SQL Server 照合順序による並べ替え動作の一貫性に依存している、SQL Server 

の既存のインスタンスまたはアプリケーション コードとの互換性。照合順序

を変更すると、インデックスの再構築が必要となる場合があります。そのた

め、照合順序を変更するかどうかは、ビジネス要件および技術的な要件に基づ

いて慎重に検討してください。 

o 別の言語の文字データを格納する現在のニーズまたは将来の要件: デー

タベース内に Unicode と Unicode 以外の両方のデータがある場合は、

Windows ベースの照合順序を使用することを検討してください。

Windows ベースの照合順序では、Unicode と Unicode 以外の両方の

データに Unicode の並べ替え規則が適用されます。これには次のよう

な利点があります。 

 比較操作を実行する場合に、Unicode 以外のデータが Unicode に

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
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変換されるため、SQL Server 内のデータ型に一貫性が得られる。 

 SQL Server、Windows、およびその他の Microsoft アプリケー

ションと一貫性のある並べ替えセマンティクスを使用したアプリ

ケーションを開発できる。 

 照合順序の変更中は、他のすべてのユーザーはデータベースを使用できませ

ん。 

 次のようなスキーマ バインド オブジェクトがデータベースの照合順序に依存

していない必要があります。 

o SCHEMABINDING を使用して作成されたユーザー定義関数および

ビュー。 

o 計算列。 

o CHECK 制約。 

o 既定のデータベース照合順序から継承した照合順序を持つ文字型列が

テーブルにある場合に、そのテーブルを返すテーブル値関数。 

o 大文字と小文字を区別する照合順序から区別しない照合順序に切り替え

たり、文字の重み付けが一意である照合順序からそうでない照合順序に

変更したりすると、システム名に重複が発生する可能性があります。そ

のような変更を行った場合は、エラーが発生するか、変更が失敗しま

す。重複が発生する可能性があるオブジェクトは次のとおりです。 

 オブジェクト名 (プロシージャ、テーブル、トリガー、または

ビュー) 

 スキーマ名 (グループ、ロール、またはユーザー) 

 スカラー型の名前 (システム型およびユーザー定義型) 

 フルテキスト カタログ名 

 オブジェクト内の列名またはパラメーター名 

 テーブル内のインデックス名 

 データベースの照合順序を変更しても、既存のテーブルの照合順序は変更され

ません。新しい照合順序に変更した後に新しく作成したテーブルでは、新しい

照合順序が使用されます。 

 コード ページが異なる照合順序への変更はお勧めしません。列の照合順序

を、その照合順序のコード ページで認識されない照合順序に変更した場合、

データが失われる可能性があります。たとえば、日本語から英語の照合順序に

変更する場合は、日本語のほとんどの文字が Latin1_General_CI_AS 1252 コー

ド ページで認識されないことに注意してください。照合順序を別の言語に変

更する必要がある場合は、次のようにします。 
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o 文字型の列には、そのコード ページに属するデータのみを格納しま

す。 

o 非 Unicode データ型 (char、varchar) から Unicode データ型 (nchar、

nvarchar) に変更します。 

照合順序を変更する方法の詳細については、ホワイト ペーパー『照合順序を変更し

た場合および Unicode 以外のデータ型を Unicode に変更した場合の影響』

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113891) および『Unicode 以外のデータ型か

ら Unicode に移行するためのベスト プラクティス』

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113890) をダウンロードしてください。 

インプレース アップグレードとローカライズ 

SQL Server の英語版は、サポートされているオペレーティング システムのすべての

ローカライズ版で実行できます。また、SQL Server のローカライズ版は、同じ言語

のローカライズ版のオペレーティング システムで実行できます。 

ただし、インプレース アップグレードでは、言語の変更に関していくつかの重要な

制限があります。 

 SQL Server 2005/2008/2008 R2 のローカライズ版は、SQL Server 2012 の同じ

言語のローカライズ版にアップグレードできます。 

 SQL Server の英語版以外のローカライズ版を SQL Server 2012 の英語版にアッ

プグレードすることはできません。 

 SQL Server の英語版を SQL Server 2012 の英語版以外のローカライズ版にアッ

プグレードすることはできません。この点は、SQL Server 2005 の場合とは異

なります。 

 従来の SQL Server のローカライズ版を SQL Server 2012 の別の言語のローカ

ライズ版にアップグレードすることはできません。インプレース アップグ

レードでは、同じ言語のローカライズ版にアップグレードする必要がありま

す。 

SQL Server のローカライズ版は、Windows Multilingual User Interface Pack (MUI) 設

定を使用することにより、サポートされているオペレーティング システムの英語版

でもサポートされます。ただし、英語以外の MUI 設定を持つ英語オペレーティング 

システムを実行しているサーバーに SQL Server のローカライズ版をインストールす

る場合は、事前にオペレーティング システムのいくつかの設定を確認する必要があ

ります。オペレーティング システムの次の設定が、インストールする SQL Server の

言語と一致していることを確認してください。 

 オペレーティング システムのユーザー インターフェイス設定 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113891
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113891
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113890
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113890
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 オペレーティング システムのユーザー ロケール設定 

 システム ロケール設定 

オペレーティング システムでこれらの設定がローカライズ版の SQL Server の言語と

異なっている場合は、SQL Server 2012 をインストールする前にそれらを正しく設定

します。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server のロー

カル言語版」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee210665(v=sql.110).aspx) を参

照してください。 

アプリケーションと接続の要件 

すべてのアプリケーションは、購入したか社内で開発したかに関係なく、新しい SQL 

Server 2012 のバックエンドに対して機能するかどうかをテストして検証する必要が

あります。すべてのアプリケーションがアップグレード後に "何もしなくても動作す

る" わけではありません。また、SQL Server のアップグレードの前後またはアップグ

レード中に、アプリケーションに関連した特定の作業が必要になる場合があります。 

注: パッケージ アプリケーションに関しては、アップグレードの計画を立てる前

に、ソフトウェア ベンダーに問い合わせて、使用しているソフトウェアのバー

ジョンが SQL Server 2012 で動作することが保証され、そのプラットフォームで

サポートされていることを確認してください。SQL Server 2012 に対応したバー

ジョンに対してもベンダー サポートが引き続き提供されることが確認できるま

で、アップグレードは実行しないことをお勧めします。 

SQL Server 2012 は、.NET Framework と密接に連携します。SQL Server 2012 のさま

ざまな新機能を最大限に活用するには、更新された SQL Server Native Client (Version 

11.0) と .NET Framework Server 3.5 SP1 がサーバーにインストールされ、クライアン

トには .NET 4.02 がインストールされている必要があります。SQL Server 2012 で

は、すべての SQL Server 2012 サーバーに自動的に SQL Server Native Client 11.0 が

インストールされますが、新しいドライバーおよび SQL Server 2012 のさまざまな新

機能を最大限に活用するには、.NET Framework 3.5 および 4.0 を使用するようにソフ

トウェア開発者がアプリケーションをアップグレードする必要があります。ただし、

必ずしもすべてのアプリケーションで .NET Framework 3.5 または 4.0 を使用する必

要はありません。 

SQL Server Native Client 11.0 

SQL Server 2012 には、SQL Server Native Client の更新バージョン (Version 11.0) が

含まれています。ソフトウェア開発者が把握しておく必要がある動作の変更について

は、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 2005 Native Client からのア

プリケーションの更新」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb964722(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee210665(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee210665(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb964722(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb964722(v=sql.110).aspx
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OLE DB または ODBC を使用して開発したアプリケーションは、SQL Server 2012 に

接続してもそのまま動作します。非 .NET Framework アプリケーションの場合は、通

常、新しい SQL Server Native Client を使用して SQL Server 2012 に接続することをお

勧めしますが、クライアントをアップグレードするまでは現在の OLE DB ドライバー

および ODBC ドライバーを使用できます。ただし、新しい空間データ型や XML デー

タ型など、SQL Server 2005/2008/2008 R2 および SQL Server 2012 の新機能は、OLE 

DB ドライバーまたは ODBC ドライバーでは完全にはサポートされません。詳細につ

いては、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server Native Client を使用する

場合」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130828(v=sql.110).aspx) を参照し

てください。 

DB-Library クライアント ツール (isql.exe など) は SQL Server 2012 ではサポートされ

なくなりましたが、引き続き DB-Library API を使用して SQL Server 2008 R2 に接続す

ることはできます。ただし、この機能は将来のバージョンの SQL Server で削除される

予定であり、使用は推奨されません。DB-Library を使用して新しいアプリケーション

を開発することは避けてください。また、現在のアプリケーションに DB-Library への

依存関係がある場合は、それらをすべて削除する必要があります。詳細については、

SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 データベース エンジンの非

推奨機能」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.110).aspx) の DB-

Library に関する注意事項を参照してください。 

.NET Framework を使用するアプリケーションのアップグレード 

.NET Framework 1.x を使用するクライアントは、そのまま変更なしで、SQL Server 

2012 のインスタンスに接続して動作できます。ただし、これらのアプリケーション

を ADO.NET 3.5 と ADO.NET 4.02 および SQL Server .NET マネージ データ プロバイ

ダーにアップグレードするまでは、SQL Server 2012 (または SQL Server 

2005/2008/2008 R2) の新機能を利用することはできません。たとえば、LINQ のデー

タベース ミラーリングの自動フェールオーバーや複数のアクティブな結果セット 

(MARS) など、一部の新機能を使用するには、新しいドライバーが必要です。 

また、クライアント アプリケーションのアップグレードに関連した問題もありま

す。クライアント アプリケーションで SQL Server 2008 R2 のデータ型や機能 (XML 

データ型など) を最大限に活用する必要がある場合は、クライアント アプリケーショ

ンを .NET Framework 3.5 SP1 以降のバージョンにアップグレードする必要がありま

す。 

.NET 1.1 アプリケーションを SQL Server 2005/2008/2008 R2 から SQL Server 2012 に

移行する場合には、ほとんど問題はありません。ただし、クライアントで SQL 

Server 2012 の新機能を最大限に活用することはできません。スナップショット分離

など、一部の機能は、T-SQL コマンドでのみ使用できます。また、SQL Server 2005 

Notification Services は、.NET 1.1 クライアントでは使用できません。この機能は、

SQL Server 2008 R2 以降の SQL Server では削除されています。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130828(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130828(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.110).aspx
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クライアントを .NET 1.1、2.0、または 3.0 アプリケーションから .NET 3.5 SP1 およ

び .NET 4.0 以降のバージョンにアップグレードすると、クライアント アプリケー

ションで SQL Server 2012 の新機能を最大限に活用できます。 

SQL Server 2012 Native Client については、SQL Server 2012 オンライン ブックの次

のリンクを参照してください。 

 SQL Server Native Client プログラミング 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130892(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 2005 Native Client からのアプリケーションの更新 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb964722(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server Native Client を使用する場合 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130828(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server Native Client の機能 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms131456(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server Native Client を使用したアプリケーションのビルド 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130904(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server Native Client のシステム要件 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms131002(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server Native Client (OLE DB) 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms131687(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server Native Client (ODBC) 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms131415(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server Native Client に関する詳細情報 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130969(v=sql.110).aspx) 

SQL Server 2012 のデータ アクセスに関する開発者向け情報については、Microsoft 

の開発者向け技術に関する主要なデータ アクセス サイトである Microsoft データ デ

ベロッパー センター (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data) を参照してください。 

Windows Server 2008 R2 への .NET Framework のインストール 

Windows Server 2008 R2 に .NET Framework 3.51 をインストールする手順は、以前の

バージョンのときとは異なります。DVD に付属しているスタンドアロン インストー

ル パッケージ (ダウンロードすることもできます) を使用すると、.NET Framework 3.5 

SP1 をインストールまたは構成するにはロール管理ツールを使用する必要があること

を示すエラー メッセージが表示されます。Windows Server 2008 に .NET Framework 

3.51 をインストールする唯一の方法は、オペレーティング システムによって提供さ

れるメカニズム (GUI ベースのサーバー マネージャー、コマンド プロンプト、または 

PowerShell) のいずれかを使用することです。この方法の長所は、.NET Framework 

3.51 をインストールする際に、再起動する必要がないため、最大限の稼働時間を確保

できることです。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130892(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb964722(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130828(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms131456(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130904(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms131002(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms131687(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms131415(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130969(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data
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サーバー マネージャーを使用した .NET のインストール 

コマンド プロンプトまたは PowerShell に慣れていない場合は、サーバー マネー

ジャーを使用して .NET 3.51 を構成できます。 

1. [スタート] ボタンをクリックし、[管理ツール]、[サーバー マネージャー] の順

にクリックします。 

2. [機能] をクリックします。 

バックアップの計画 

システム データベースを含めたインスタンス内の各データベースのバックアップを

行うことは、アップグレード プランの要となる作業です。サイド バイ サイド アッ

プグレードを使用して新しいサーバーにアップグレードする場合でも、バックアップ

は実行してください。バックアップは、アップグレード プロセス中の次の時点で実

行します。 

 すべてのユーザーがシステムから離れたら、アップグレード プロセスを開始

する前に、ユーザー データベースおよびデータのバックアップを作成しま

す。この作業が完了するまでは、他の操作を何も行わないでください。この時

点で、すべてのシステム データベースをバックアップします。これらのバッ

クアップは、データベースの記録となるものであり、古い環境の最終バージョ

ンを示しています。可能な場合は、これらのバックアップを別のサーバーにコ

ピーし、サーバーが完全に停止した場合でも簡単にアクセスできるようにしま

す。必要に応じてバックアップを復元できるように、メディアが破損していな

いことを確認します。 

 アップグレードが完了したら、構成や変更を行う前に、SQL Server 2012 で

バックアップを実行します。これにより、その後でエラーが発生した場合で

も、SQL Server 2005/2008/2008 R2 のアップグレードが正常に完了した時点に

簡単にロールバックできます。 

 SQL Server 2012 のデータベースと構成を変更したら、新しい SQL Server 2012 

インスタンスに対して受け入れテストを実行する前に、データベースの完全

バックアップを再度実行します。受け入れテストでアップグレードが成功した

と判断された場合、これらのバックアップが新しい環境の最初のバックアップ

となります。ロールバックが必要になるほど重大ではないエラーがテストで検

出された場合は、これらの最初のバックアップから復元してデータベースを元

の状態に戻し、2 回目の受け入れテストの準備を整えることができます。その

後、必要な変更を適用し、バックアップ プロセスを繰り返します。テストが

完了したら、運用環境に導入する前に、すべてのデータベースをバックアップ

します。これらのバックアップでは、運用環境に配置する前のデータベースの

最終的な状態をキャプチャします。 

重要: 再インストールが必要な場合に備えて、Windows Server のインストール 

メディアと適切なキー、または Windows Server インストール イメージの適切
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なバックアップが用意されていることを確認してください。Windows が安定

しており、アプリケーションをインストールできる状態である場合にのみ、

SQL Server を再構築できます。 

これらのバックアップは数が多すぎて、ディスク領域を大量に消費すると思われるか

もしれませんが、そのほとんどは SQL Server 2012 へのアップグレードが完了したら

削除できます。どこかの時点で予期しない問題が発生し、復元が必要になる場合に備

えて、すべてのバックアップを実行することをお勧めします。 

Windows と SQL Server の両方のアップグレード 

SQL Server 2012 では Windows Server 2008 R2 SP1 が必要であるため、SQL Server 

2012 のアップグレードと、Windows Server 2003/2008 から Windows Server 2008 R2 

SP1 へのアップグレードをまとめて実行すれば、2 つのメジャー アップグレードによ

るダウンタイムを 1 つのダウンタイム イベントに短縮できると思われるかもしれま

せん。しかし、両方を同時にアップグレードすると、SQL Server 2012 のアップグ

レード プランに新しく大きな変更要素が加わるため、失敗のリスクが高まり、ロー

ルバックの手間が増える可能性があります。そのため、これら 2 つのアップグレー

ドをまとめて実行するかどうかは慎重に判断してください。 

注: SQL Server のアップグレードと同時にオペレーティング システムを変更する

場合は、運用環境で実施する前に、テスト環境またはステージング環境でアップ

グレードとオペレーティング システムの変更のテストを設計して実行することを

お勧めします。 

Windows と SQL Server の両方をアップグレードする場合の注意点を次に示します。 

 SQL Server 2012 は Windows Server 2008 R2 SP1 以降でのみサポートされるた

め、SQL Server 2005/2008/2008 R2 の従来のインスタンスが Windows Server 

2003 または Windows Server 2008 で実行されている場合は、Windows をアッ

プグレードする必要があります。そのような場合、特に、既存のサーバーが古

く、SQL Server 2012 の最小要件を満たしていない場合には、別のサーバーへ

のサイド バイ サイド アップグレードを検討してください。 

 SQL Server 2000/2005/2008/2008 R2 の既存のインスタンスが Windows Server 

2003 で実行されている場合は、SQL Server 2000 が Windows Server 2008 では

サポートされないことに注意してください。そのため、現在 SQL Server 2000 

を使用しており、同じサーバーを Windows Server 2008 にアップグレードす

る場合は、Windows Server 2008 R2 SP1 にアップグレードする前に、SQL 

Server 2000 のインスタンスを SQL Server 2005/2008/2008 R2 にアップグレー

ドします。このプロセスではシステムを 2 回停止する必要がありますが、

Windows Server 2008 R2 SP1 へのアップグレードを最初に実行してしまう

と、SQL Server 2000 のインスタンスがサポートされなくなります。 

 SQL Server 2000 の既存のインスタンスが Windows Server 2000 で実行されて
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いる場合は、複数の手順から成るプロセスを使用することを検討してくださ

い。たとえば、まず Windows Server 2000 を Windows Server 2003 にアップ

グレードし、SQL Server 2000 を SQL Server 2005/2008/2008 R2 にアップグ

レードします。次に、Windows Server 2003 を Windows Server 2008 R2 SP1 

にアップグレードし、従来の SQL Server を SQL Server 2012 にアップグレー

ドします。 

 サーバーで現在 SQL Server 2005 を実行しており、Windows Server 2008 R2 

SP1 にアップグレードする場合は、Windows オペレーティング システムを

アップグレードする前に、SQL Server 2005 SP4 以降のバージョンを必ず適用

してください。適用しないと、問題が発生する可能性があります。 

 既存のサーバーを再利用して Windows Server をアップグレードする場合、

アップグレード前の Windows のバージョンとアップグレード後の最終的な 

Windows のバージョンによっては、インプレース アップグレードを実行でき

ます。また、この方法では、Windows Server を新しくインストールすること

が必要になる場合があります。Windows Server を新しくインストールする場

合は、すべての SQL Server データベースをバックアップしていること、すべ

ての設定を把握していること、およびすべてのユーザーがスクリプト出力され

ていることを確認してください。 

 Windows Server 2008 および 2008 R2 には、どちらにも Core と呼ばれるイン

ストール オプションがあります。Core は基本的には、ロックされた最小バー

ジョンの Windows Server であり、インターフェイスとしてコマンド ラインだ

けを使用できます。SQL Server 2012 では Windows Server 2008 R2 Core のみ

がサポートされます。 

 Windows Server 2008/2008 R2 のインストールには、Hyper-V ありと Hyper-V 

なしの 2 種類の仮想化があります。SQL Server はどちらでもサポートされて

います。原則として、運用データベースのデータに使用するサーバーは SQL 

Server 専用にすることで、他のプロセスによって SQL Server が停止するリス

クを軽減します。サーバーで SQL Server をホストする仮想マシンを実行する

必要がない場合は、Hyper-V なしで Windows Server 2008/2008 R2 をインス

トールします (Hyper-V がないため、Windows 管理者がセキュリティのために

修正プログラムを適用する際に確認が必要な機能が 1 つ少なくなります)。

Windows Server 2008/2008 R2 を Hyper-V ありでインストールした場合は、

Hyper-V の最終製品版 (RTM) の修正プログラムを適用します。詳細について

は、以下を参照してください。 

o Microsoft サポート技術情報の記事「Windows Server 2008 x64 Edition 用

の Hyper-V 更新プログラム (KB950050)」(http://www.microsoft.com/ja-

jp/download/details.aspx?displaylang=en&id=18567) または「Windows 

Server 2008 用の Hyper-V 更新プログラム (KB950050)」

(http://www.microsoft.com/ja-

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?displaylang=en&id=18567
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?displaylang=en&id=18567
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=3273
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=3273
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jp/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=3273)。 

o Windows Server 2008 R2 の Hyper-V については、以下を参照してくだ

さい。 

 Windows Server 2008 R2 Hyper-V の Web サイト 

(http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/windows-

server/hyper-v.aspx) 

http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/windows-server/hyper-v.aspx
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 ホワイト ペーパー『Hyper-V 環境での SQL Server 2008 の実行』

(http://download.microsoft.com/download/d/9/4/d948f981-926e-

40fa-a026-5bfcf076d9b9/SQL2008inHyperV2008.docx) および

『Windows Server 2008 R2 Hyper-V およびライブ マイグレーショ

ンを使用した SQL Server の仮想化の計画、実装、およびサポー

ト』(http://download.microsoft.com/download/4/4/D/44DB08F7-

144B-4DF6-860F-

06D30C6CE6E4/SQL%20Server%202008%20R2%20Virtualization%2

0Whitepaper.docx) 

 Windows Server 2008 以降のサーバーでは、古い Windows NT 形式のドメイン

を使用できません。Active Directory を使用する必要があります。古い形式の

ドメインを使用している場合は、Active Directory インフラストラクチャを

アップグレードするまで Windows Server 2008/2008 R2 を配置できません。 

 既定では、Windows Server 2008 および 2008 R2 は、Windows Server 2000 お

よび Windows Server 2003 よりも安全性に優れています。多くの機能は自動

的に構成されないので、アップグレードの際に追加の作業が必要になります。 

 Windows Server 2008 および 2008 R2 では、SAS、ファイバー チャネル、およ

び iSCSI のみをサポートしています。古いパラレル SCSI を使用している場合

は、Windows Server 2008 をサポートするために、ディスク ソリューション

をアップグレードする必要があります。 

Windows Server 2008 および 2008 R2 を配置する方法と、Windows Server 2008 およ

び 2008 R2 にアップグレードする方法に関する Windows 固有の情報については、

「Windows Server 2008 へのアップグレード」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/cc754728(WS.10).aspx) および「Windows Server 2008 R2 のアップグレード 

パス」(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd979563(WS.10).aspx) を参照して

ください。Windows Server 2008 または 2008 R2 のフェールオーバー クラスタリン

グと SQL Server 2008 R2 にアップグレードする方法については、「第 4 章 高可用

性」の「フェールオーバー クラスターのアップグレード」を参照してください。 

複数のインスタンスのアップグレード 

スタンドアロン サーバーまたはクラスター化されたサーバー上に SQL Server 2005/ 

2008/2008 R2 のインスタンスが複数配置されている場合があります。複数のインスタ

ンスがあると、アップグレード プロセスが困難になる可能性があるため、アップグ

レード前に検討が必要になります。選択肢は単純で、すべてのインスタンスを 1 回の

メンテナンス期間でアップグレードするか、または個別にアップグレードするかで

す。 

すべてを同時にアップグレードする場合は、ダウンタイムを 1 回スケジュールする

だけで済むため、配置に必要なリソース全体が最小限に抑えられます。ただし、何か

の理由により問題が発生した場合は、修正や対処に時間がかかり、ダウンタイムが延

びる可能性があります。それぞれのリスクとメリットを考慮したうえで方法を決定す

http://download.microsoft.com/download/d/9/4/d948f981-926e-40fa-a026-5bfcf076d9b9/SQL2008inHyperV2008.docx
http://download.microsoft.com/download/4/4/D/44DB08F7-144B-4DF6-860F-06D30C6CE6E4/SQL%20Server%202008%20R2%20Virtualization%20Whitepaper.docx
http://download.microsoft.com/download/4/4/D/44DB08F7-144B-4DF6-860F-06D30C6CE6E4/SQL%20Server%202008%20R2%20Virtualization%20Whitepaper.docx
http://download.microsoft.com/download/4/4/D/44DB08F7-144B-4DF6-860F-06D30C6CE6E4/SQL%20Server%202008%20R2%20Virtualization%20Whitepaper.docx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754728(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd979563(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd979563(WS.10).aspx
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る必要があります。 

非常に大規模なデータベースのアップグレード 

多くの SQL Server データベースは、サイズが数百 GB から TB といった規模に達しま

す。そうしたデータベースでは、アップグレード プロセスが特に困難になります。

短いメンテナンス期間に大量のデータを処理する場合は、時間とハード ディスク領

域の制約を受けるためです。TB 単位のデータベースをネットワーク経由でコピーす

るには、最も速いネットワークでも数日かかる可能性があります。こうした VLDB 

(Very Large Database) は、最大規模の業務システムに使用されているミッションクリ

ティカルなデータベースであり、ダウンタイムがほとんど許容されない場合がありま

す。アップグレードを週末に実行する場合は、必要な時間内で成功させるために、複

数の技術を利用し、準備に時間を費やす必要があります。アップグレードが時間内に

完了しないようであれば、アップグレード期間を変更する必要があります。 

VLDB を使用している場合、アップグレードを正常に完了させるには、他のどのシナ

リオよりも (高可用性は別として) 慎重な計画が必要になります。予期しない問題が

発生した場合は、問題の解決に時間がかかるため、失敗のコストがはるかに大きくな

ります。たとえば、データベースのバックアップ ファイルのコピーが途中で停止し

た場合や、廃止された T-SQL 構文がストアド プロシージャで使用されていた場合な

どは、時間的損失が増大します。インプレース アップグレードでは、データベース

を物理的に移動する必要がないため、時間を短縮できます。ただし、このアップグ

レード方法では、重大な障害が発生した場合、元のデータベースにロールバックする

必要があるため、復元に手間がかかります。このような場合は、運用環境と同様のテ

スト環境またはステージング環境で事前にテストすることが非常に重要です。 

フェールオーバー クラスタリングまたはデータベース ミラーリングが関係する 

VLDB のアップグレードの詳細については、「第 4 章 高可用性」を参照してくださ

い。 

高可用性サーバーのアップグレード 

クラスター、データベース ミラーリング、ログ配布、レプリケーションなどの高可

用性機能に関連する問題については、「第 4 章 高可用性」を参照してください。こ

れらの機能を高可用性の目的に使用しない場合でも、第 4 章を参照してください。

たとえば、レプリケーションを使用するシステムをアップグレードする必要がある場

合は、アップグレードの目的が高可用性ではなくても、第 4 章の情報を確認する必

要があります。 

アップグレードのダウンタイムの最小化 

営業時間内にメンテナンス作業のためのダウンタイムを確保できるような小規模で単

純なインスタンスの場合には、アップグレードを高速化してエンド ユーザーのダウ

ンタイムを最小限に抑えるために追加の対策を講じることは、それほど重要でないか
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もしれません。ただし、多くの場合は、アップグレードが完了するまでビジネス ア

プリケーションをオフラインのまま待機させる必要があるため、できる限り短時間で

済むアップグレード方法を採用することで、業務への影響を最小限に抑えることがで

きます。高可用性アプリケーションの場合は、ダウンタイムを確実に最小化できるよ

う追加の対策を講じる必要があります。高可用性および VLDB のアップグレードの詳

細については、「第 4 章 高可用性」を参照してください。このセクションの基本的

な情報よりも詳細に説明しています。 

次の手順を実行すると、インプレース アップグレードまたはサイド バイ サイド 

アップグレードに伴うダウンタイムを最小限に抑えることができます。 

 既存の SQL Server のバージョンを確認します。SQL Server 2005/2008/2008 

R2 の既存のインスタンスがインプレース アップグレードに適した Service 

Pack レベルであることを確認します。適したレベルでない場合は、インプ

レース アップグレードの前に、インスタンスの更新を計画します (この章の

「インプレース アップグレードのセットアップ要件」を参照してください)。 

 インストール要件が満足されていることを確認します。SQL Server 2012 セッ

トアップには、Windows およびその他のコンポーネントについての要件もあ

ります (この章の「インプレース アップグレードのセットアップ要件」を参照

してください)。 

 .NET および Windows コンポーネントをあらかじめインストールします。 

可能であれば、事前に .NET Framework 3.5 SP1 以降のバージョンおよび 

Windows インストーラー (MSI) 4.5 を対象サーバーにインストールします。 

どちらもインストール後に再起動が必要になります。インプレース アップグ

レードで、運用環境での再起動がアップグレード時にしか許容されない場合

は、アップグレード前ではなくアップグレード中にインストールします。別の

サーバーへのサイド バイ サイド アップグレードの場合は、アップグレード前

にこれらのコンポーネントをインストールすることで、ダウンタイムを短縮で

きます。従来のサーバーで SQL Server 2012 Upgrade Advisor を実行する際

に、MSI 4.5 をインストールする必要がある場合は、再起動が必要になりま

す。 

 Visual Studio 2008 SP1 以降のバージョンをあらかじめインストールしま

す。サーバーに Visual Studio 2008 がインストールされている場合は、SP1 レ

ベルであることを確認します (この章の「セットアップによってインストール

される SQL Server の必須コンポーネント」を参照してください)。 

 SQL Server 2012 の共通コンポーネントをあらかじめインストールします。

アップグレードの前に、SQL Server 2012 の共通コンポーネント (SQL Server 

2012 の SQL Native Client など) をインストールします。また、SQL Server 

2000 のインスタンスを管理するために SQL Server 2012 Management Studio 
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(SSMS) を必要としない場合は、管理ツールをあらかじめインストールするこ

とを検討してください (詳細については、「第 2 章 管理ツール」を参照してく

ださい)。 

 最適なサイド バイ サイド アップグレード方法を選択します。サイド バイ サ

イド アップグレードでは、アップグレード時に SQL Server データベースを転

送する必要があります。また、バックアップと復元、デタッチとアタッチ、 

ログ配布など、さまざまな方法を使用できます (詳細については、「第 3 章 リ

レーショナル データベース」および「第 4 章 高可用性」を参照してくださ

い)。Analysis Services については、バックアップと復元を使用できます (「第 

16 章 Analysis Services」を参照してください)。 

 新しいサービス アカウントを使用します。必要に応じて、SQL Server 2012 の

実装で新しいサービス アカウントとグループを作成して使用します。これに

より、SQL Server 2005/2008/2008 R2 の従来のインスタンスからアカウントが

分離されます。インプレース アップグレードでは、従来のインスタンスの

サービス アカウントは自動的に変更されません。各サーバーに対する適切な

ユーザー権限を持つドメイン ベースの新しいサービス アカウントを作成し、

アップグレード後に、SQL Server 構成マネージャーを使用して、それらの新

しいアカウントを使用するように SQL Server 2012 のサービスを更新します。 

 データの一貫性を確認します。リレーショナル データベースをアップグレー

ドする場合は、ダウンタイムへの影響を防ぐため、アップグレード前にデータ

ベースがオンラインの間に、データベースに対して完全な DBCC CHECKDB を

実行しておきます (詳細については、「第 3 章 リレーショナル データベー

ス」を参照してください)。 

 アップグレードの前後にデータをバックアップします。バックアップ メディ

アにエラーがなく、必要な場合に復元に使用できることを確認します (この章

の「バックアップの計画」を参照してください)。 

アップグレード プランの作成 

重要なデータが含まれている運用データベース システムのアップグレードは、すべ

て適切な計画に基づいて実行する必要があります。既に説明したアップグレード プ

ランの作業を実行することに加え、アップグレード プランの作成時にはその他の一

般的なベスト プラクティスにも従う必要があります。 

IT プロジェクトとしてのアップグレードの処理 

アップグレードすることを決定したものの、広範な計画やテストを行う余裕がない場

合には、問題が発生したときに復元できるように、次の基本的な注意事項に従うこと

をお勧めします。 

 メンテナンス作業のために必要なダウンタイム期間を予想よりも長い時間に設



70 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

定します。すべてが問題なく終了した場合は、予想よりも早くユーザーをオン

ラインに戻すことができます。また、予期しない問題が発生した場合は、ユー

ザーに影響を与えずに、問題の処理に時間を割くことができます。 

 サーバーを元の状態に復元する必要がある場合に備えて、サーバーのすべての

ファイルおよびインストールされているソフトウェアの完全なバックアップを

作成します。バックアップ メディアが完全で、使用できることを確認しま

す。 

 ユーザー データベースを選択的に復元する必要がある場合に備えて、サー

バーのすべてのユーザー データベースの完全なバックアップを作成します。

バックアップ メディアが完全で、使用できることを確認します。 

アップグレードが完了したら、すべてが適切に動作していることを確認します。アプ

リケーションが正常な実行状態に復帰していること、およびトランザクションのワー

クロードが正常に処理されることを確認します。 

アップグレードを 1 回限りの作業として気軽に処理することはお勧めしません。そ

うではなく、データベースのメジャー アップグレードと考えて処理してください。

そのためには、次の手順を実行します。 

 データベースの変更管理手順をアップグレード プロジェクトに適用する 

 統合および品質保証 (QA) の十分なテストを確実に実施する 

 検証および受け入れテストを作成する 

 可能な限り配置プロセスおよびテストのスクリプトを作成して自動化する 

 優先度の高い修正プログラムの適用方法に加えて、ロールバック計画を作成

する 

 アップグレードのためのダウンタイムを十分に確保する 

使用する実際の手順は、組織に既にある規則および手順に準拠する必要があります

が、通常、それには上記のすべてが含まれています。重要な点は、SQL Server 2012 

へのアップグレードは、運用データベース システムの小規模な変更でないため、

データベースの大規模な変更のための既存の手順を利用する必要があることです。 

スキルの向上 

SQL Server 2012 にアップグレードする前に、SQL Server 2012 を管理または配置する

準備が整っていることを確認します。他のアプリケーションと同様に、適切な準備も

なしにアップグレードしたシステムを配置して管理できるとは思わないでください。 

スキル セットを更新する必要があるスタッフ全員が新しいバージョンに慣れること

ができるように、配置前に SQL Server 2012 の環境をセットアップします。運用環境

に配置するまでに DBA が SQL Server 2012 に習熟していれば、SQL Server 
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2005/2008/2008 R2 からの移行がはるかにスムーズになります。 

スキルを向上させるために利用できるリソースはたくさんあります。まずは、SQL 

Server 2012 のラーニング センター (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/ff898410) 

を参照してください。また、技術トレーニング サイトの SQL Server 仮想ラボ 

(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/learning-center/virtual-labs.aspx) では、

トレーニング教材を使用して、SQL Server 2012 の操作に慣れることができます。 

アップグレード プランの文書化 

チームの一員として、計画プロセスを文書化することにより、アップグレードについ

ての情報を他の関係者に効果的に伝えることができます。チーム メンバーと関係者

には、通常、DBA スタッフだけでなく、オペレーター、QA スタッフ、セキュリティ

担当者、およびアプリケーションの所有者や事業の所有者も含まれます。データベー

ス サーバーの大規模な変更の場合と同様に、要件を明確に文書化し、関連する関係

者との合意を確立します。配置段階では、アップグレードを実行するための拠り所と

してその文書を使用します。計画をできるだけ詳細に記述し、ソース管理システムな

ど、何らかの形で変更管理を行いながら、作成した文書を保存する必要があります。

このセクションの残りの部分では、これらの手順について詳細に説明します。 

計画を文書化する際には、各インスタンスまたはインスタンスのクラスに対するアッ

プグレードの要件およびアップグレード方法の選択理由を記載します。計画の残りの

部分では、その他の問題を明確にします。たとえば、計画には次の手順が含まれる場

合があります。 

 アップグレード前の作業を特定する。この手順には、対象インスタンスへの 

Microsoft Windows インストーラー (MSI) 4.5、.NET Framework 3.5 SP1、およ

び SQL Server Native Client のインストールが含まれます。これらの手順は、

アプリケーションに影響を与えないため、実際のアップグレードの配置を開始

する前に実行できます。MSI 4.5 をインストールすると、サーバーの再起動が

必要になることに注意してください。 

 パフォーマンスのベースラインを設定する。パフォーマンスが現在の既存の

システムの重要な特長である場合は、重要なクエリおよび一般的なクエリに対

する標準的なパフォーマンス測定値を示すデータを収集します。レポートでパ

フォーマンスの変化が示された場合は、アップグレード後にこれらのベースラ

インを参照します。そのような場合、ユーザーの誤解を招くこともあります

が、ベースラインを通じて、新しいシステムが同等またはそれ以上のパフォー

マンスを発揮していることがわかる場合もあります。 

 必要なダウンタイムを見積もる。アップグレードでは、対象のデータベース 

サーバーでダウンタイムが発生します。実際にアップグレードを実行する際に

は、処理を正常に完了できるように十分なダウンタイムを確保します。ダウン

タイム期間内に解決できない予期しない問題が発生した場合に備えて、ロール

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/ff898410
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/ff898410
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/learning-center/virtual-labs.aspx
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バックするための時間も確保してください。それは、ダウンタイム期間内で

アップグレードの続行を判断する期限を意味し、その時間を考慮しながら、

アップグレードを終了するかロールバックするかを決定する必要があります。 
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 アップグレードのチェック リストを作成する。対象となるデータベース サー

バーのサーバー環境では、サーバー自体のインフラストラクチャが複雑な場合

があります。システムをしばらくの間オフラインにした後でオンラインに戻す

ための手順を、明確に決定しておく必要があります。また、アップグレード 

プロセス中に実行する手順も明確にします。特に、アップグレード手順はさら

に複雑になる可能性があります。使用するアップグレード方法に関係なく、

アップグレード アドバイザーによって特定された問題を解決するために、い

くつかの重要な時点でスクリプトの適用が必要になる場合があります (チェッ

ク リストを作成する方法の詳細については、この章の「アップグレードの

チェック リスト」を参照してください)。 

 バックアップ操作および復元操作を特定する。この作業は、配置プロセスの

一部ですが、個別に説明するだけの価値があります。配置計画では、最初の手

順の 1 つとして、対象となるデータベースをバックアップする必要がありま

す。また、バックアップが正しく完了したことを確認し、必要な場合に復元す

る方法を準備します。 

 アップグレードの検証条件を決定する。アップグレードが成功した (つまり、

期待した結果になった) ことを検証するために使用する条件を明確に記述しま

す。これにはスクリプトの実行が含まれる場合があります。それによって、

SQL Server 2012 のインスタンスを検査し、問題が解決されていることや構成

設定が適切に設定されていることなどを確認します。また、アプリケーション

を選択的にオンラインにしたり、操作が成功したことを確認するためにトラン

ザクションを処理したりする場合もあります。 

 最終的な受け入れ条件を設計する。アップグレードが SQL Server 2012 レベル

のインスタンスで成功しても、サーバー インフラストラクチャのその他の不

明な変更要素により、アプリケーションが正常に実行されない場合がありま

す。どのような場合でも、アップグレードの受け入れを決定する方法と、アッ

プグレードの続行の可否を判断する方法を定めておく必要があります。これ

は、アップグレード結果の検証よりも優先されます。これらの判断は、対象の

データベース サーバーを使用するアプリケーションが必要に応じて想定どお

りに実行されるかどうかに着目して行われます。状況によっては、QA チーム

に協力を求めて、適切な受け入れテストを作成するための支援を受けることも

できます。 

 ロールバック計画を作成する。アップグレードに失敗した場合、または受け

入れテストに合格しなかった場合に、プロセスを取り消して元の状態に復元す

るための準備を行います。これは、インプレース アップグレードよりも、 

サイド バイ サイド アップグレードの場合の方がはるかに簡単です。ただし、

重要性は明確です。たとえば、インプレース アップグレードの場合、ロール

バック計画では、SQL Server 2005/2008/2008 R2 を実行しているコンピュー

ターのディスク イメージ ("ゴースト" イメージとも呼ばれます) を復元した後

で、配置のバックアップから SQL Server 2005/2008/2008 R2 データベースを

復元する必要があります。 
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 配置後の手順を特定する。アップグレードを検証して受け入れた後でも、リ

レーショナル データベースでの統計の更新や Analysis Services でのキューブ

の再構築など、実行する作業がいくつか残っている場合があります。また、 

ログ配布の再構成、データベース ミラーリングの再構成、レプリケーション

の再構築、フェールオーバー クラスターのテスト、さらには、特定の SQL 

Server エージェント ジョブが正常に実行されることを確認する作業なども必

要になります。 

アップグレードに関連する変更要素の最小化 

熟練した IT プロフェッショナルであれば、プロジェクトに多くの変更が加わるほ

ど、テストが複雑になり、問題が発生するリスクが高まることを理解されているで

しょう。これは、アップグレードにも当てはまります。アップグレード プロセス

は、単純であればあるほど、ほとんど介入なしで成功する可能性が高くなります。逆

に、複雑になるほど、アップグレードを正常に完了させるために追加の作業が必要に

なる可能性が高まります。 

アップグレード プロセスおよび新しいシステムに意識的に追加される主な変更要素

を次に示します。一部の変更は SQL Server インスタンス レベルで行われます。 

 バージョンの変更。まず、SQL Server のバージョンの変更によって生じる結

果に対処する必要があります。そのような問題を列挙するには、アップグレー

ド アドバイザーが最も便利で優れたツールです。これらの変更は回避できま

せん。詳細については、前に説明したアップグレード アドバイザーおよび下

位互換性の問題を参照してください。 

 エディションの変更。アップグレードによる影響と、実行する SQL Server の

エディションの変更による影響を同時に考慮する必要があります。これらの変

更の組み合わせによって、重要な結果を招くことがあります。インプレース 

アップグレードを使用した場合、結果は同じエディション レベルまたはそれ

以上のエディション レベルになります。これも問題となる場合があります。

たとえば、SQL Server 2000 MSDE から SQL Server 2012 Express にアップグ

レードすると、SQL Server エージェント ジョブを利用できなくなります。こ

の場合は、SQL Server Express ではなく、SQL Server Standard にアップグレー

ドすることをお勧めします。サイド バイ サイド アップグレードを選択した場

合は、エディション レベルを任意に変更できます。通常は、他のエディショ

ンの機能が必要でない限り、同じエディション レベルを保持してシステムへ

の変更の数を抑えます。 

 インスタンスの種類の変更: 既定または名前付き。インプレース アップグレー

ドを実行した場合、インスタンスの種類は変更されません。SQL Server 

2005/2008/2008 R2 の既定のインスタンスのアップグレードを計画している場

合、結果は SQL Server 2012 の既定のインスタンスになります。ただし、2 台
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のサーバーで (または 1 台のサーバーでも) サイド バイ サイド アップグレー

ドを選択した場合は、既定のインスタンスを名前付きインスタンスに (または

その逆に) アップグレードできます。既定のインスタンスを名前付きインスタ

ンスに変更する場合、アップグレードが複雑になり、アップグレード後のイン

スタンスに接続するアプリケーションおよびユーザーに変更が必要となる可能

性があります。そのような影響に対して適切な準備を整えていない場合は、イ

ンスタンスの変更を行わないでください。 

 構成の変更。サーバー レベルで SQL Server の構成を変更すると、アップグ

レードが難しくなる場合があります。たとえば、現在システムには並列処理の

最大限度を設定する値がないが、新しいシステムでその値を 4 に設定するこ

とを決定したとします。このような変更は、一部のクエリの動作に悪影響を与

える可能性があります。アップグレードを確実に制御するためには、結果にか

なりの確信がある場合を除き、構成値を変更しないでください。 

 認証の変更。Windows 認証のみを使用するようにサーバーを変更するなど、

特定のデータベース サーバーに使用する認証の種類を変更することが必要な

場合があります。ただし、この種の変更は、変更してもシステムに悪影響を与

える可能性がない場合を除き、別の機会に行ってください。認証の変更により

問題が発生した場合、ユーザーはアップグレード プロセスがその原因である

と誤解する可能性があります。 

複雑なアップグレード シナリオで問題が発生するリスクを軽減するには、インスタ

ンス間ですべてのサーバー レベルの構成を維持し、アップグレードが成功したと見

なされるまで、システムに新しい変更を加えないようにします。 

データベース レベルでは、直接のインプレース アップグレードまたはサイド バイ 

サイド アップグレード中に次の変更を行うことができます。 

 データベースの統合または分散。データベース レベルでの変更を最小限に抑

えると、アップグレード プロセスがスムーズになります。可能な場合は、

データベースの統合または分散を別のプロジェクトで実行します。 

 データベースの互換性レベルの変更。新しいデータベースは同じ互換性レベ

ルに保持し、アップグレードの成功を検証した後で、新しい互換性レベルに移

行します。 

 データベース オブジェクトの変更。アップグレード プロジェクトの一環とし

て、データベース スキーマ、構造、またはコード オブジェクトをアップグ

レードしないでください。 

これらのデータベース レベルの変更を行う場合は、運用環境で実施する前に、テス

ト環境またはステージング環境でアップグレードとデータベースの変更のテストを設

計して実行することをお勧めします。アップグレード プロセスに他の変更要素を持

ち込むと、その他の変更に関連する問題が発生した場合に、アップグレードが成功し

ているかどうかの判断が難しくなる場合があります。 



76 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

また、アップグレード時に、データベース サーバーのインフラストラクチャを変更

しようと考える場合もあります。こうした変更には、次のようなものがあります。 

 物理サーバーの変更。インプレース アップグレードでは、同じサーバーを使

用する必要があります。ただし、サイド バイ サイド アップグレードでは、同

じサーバーまたは別のサーバーに新しいインスタンスを配置できます。別の

サーバーに配置するということは、ネットワークにおける IP アドレスやサー

バー名の変更を意味します。ただし、なんらかの方法でサーバーの名前やアド

レスを再設定する場合は除きます。ユーザーおよびアプリケーションは、新し

いサーバー名と IP アドレスに対応する必要があります。これは、回避できな

い複雑さです。 

 サーバーの切り替え。サイド バイ サイド アップグレードの場合に、同じサー

バー名とインスタンス名を維持するには、従来のサーバーをドメインから削除

し、新しいサーバーを追加して、従来のサーバーと同じ IP アドレスを割り当

て、新しいサーバーを従来のサーバーと同じ名前に変更します。ただし、イン

プレース アップグレードの場合、SQL Server 2012 の新しいインスタンスは名

前付きインスタンスになります。インスタンスの名前を変更することや、名前

付きインスタンスを既定のインスタンスに変更することはできません。 

 CPU の種類の変更: 32 ビットから 64 ビット。サイド バイ サイド アップグ

レードでは、現在の 32 ビット サーバーではなく、64 ビット サーバーに新し

いインスタンスを配置することもできます。この場合は、この章で既に説明し

たとおり、適切なエディションをインストールする準備を整え、制限事項に注

意してください。 

 サーバーのハードウェアの変更。インプレース アップグレードでは、メモ

リ、CPU の数、ディスクの構成など、サーバーのハードウェアを変更できま

す。ただし、そのような変更によって問題が発生した場合には、ユーザーが

アップグレード結果に悪い印象を持つ可能性があります。そうした変更は、そ

れによる影響をあらかじめ完全にテストできる場合にのみ行ってください。 

 Windows のバージョンの変更。サイド バイ サイド アップグレードで 

Windows のバージョンを変更した場合には、新しいオペレーティング システ

ムが不適切に以前のコンピューターと同じ方法で構成されていると、予期しな

い結果が生じることがあります。また、この種の変更は事前にテストする必要

があります。インプレース アップグレードでは、SQL Server 2012 にアップグ

レードする前に、まずオペレーティング システムをアップグレードし、新し

いバージョンの Windows で従来の SQL Server が安定していることを確認しま

す (詳細については、「Windows と SQL Server の両方のアップグレード」を

参照してください)。 

注: SQL Server 2012 は Windows Server 2008 R2 SP1 でのみサポートされ

るため、SQL Server 2005/2008/2008 R2 の従来のインスタンスが 
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Windows Server 2003 または 2008 にインストールされている場合は、サ

イド バイ サイド アップグレードを使用して新しいサーバーにアップグ

レードする必要があります。 

 フェールオーバー クラスターへの移行。フェールオーバー クラスタリングの

詳細については、「第 4 章 高可用性」を参照してください。 

 データベース ミラーリング、レプリケーション、またはログ配布のインス

トール。詳細については、「第 4 章 高可用性」を参照してください。 

アップグレード プロセス中にインフラストラクチャに加えた変更が少ないほど、

アップグレードの複雑さが軽減されることを忘れないでください。同時に加えた変更

が多いほど、テスト環境またはステージング環境で実施する必要があるテストの数が

増加します。どうしてもアップグレード プロセスに複数の変更を組み込む必要があ

る場合は、テスト環境またはステージング環境での追加のテストを計画して、運用環

境でのアップグレード中に予期しない問題が生じるリスクを軽減させます。 

アップグレードのチェック リストの作成 

IT ショップで複雑なアプリケーションのアップグレードを実行するために重要な要

素の 1 つが、アクティビティのチェック リストです。SQL Server 2012 へのアップグ

レードに必要な手順の多くは、アプリケーションのメジャー アップグレードに必要

な手順と同じであるため、既存のアプリケーションのアップグレードのチェック リ

ストを基に SQL Server のアップグレードのチェック リストを作成できます。いくつ

かの異なるアップグレード作業のチェック リストのサンプルについては、付録 2 の

「SQL Server 2012: アップグレード プランのチェック リスト」を参照してくださ

い。 

アップグレードのチェック リストを作成するときは、次の点を考慮してください。 

 データの重要性に基づいて、SQL Server のインスタンスを複数のクラスに分

類します。特定の SQL Server インスタンスを 3 つのうち 1 つのレベルに分類

できるような場合を考えてみましょう。最上位レベルのシステムでのみ高可用

性テクノロジを使用し、中間レベルのシステムではウォーム スタンバイ サー

バーの作成にログ配布を使用し、最下位レベルのデータベースでは夜間のバッ

クアップのみが必要であるとします。このようなシナリオでは、SQL Server 

の最上位インスタンスをアップグレードするためのチェック リストが最も広

範なものとなり、完全なテストおよび複雑なロールバックの計画を立てる必要

があります。これに対し、SQL Server の最下位インスタンスをアップグレー

ドするためのチェック リストはずっと単純になります。 

 アップグレードのチェック リストにアプリケーションの手順および SQL 

Server の統合を組み込みます。たとえば、SQL Server の特定のインスタンス

がサブスクライバーとしてレプリケーションに関係している場合は、サブスク
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ライバーである SQL Server の従来のインスタンスを削除し、新しいインスタ

ンスをサブスクライバーとして設定し、結果をテストしてレプリケーションが

これまでどおり実行されていることを確認する手順を、アップグレードの

チェック リストに追加します。 

このガイドの他の章および SQL Server 2012 オンライン ブックには、アップグレード

のチェック リストの作成に役立つ有用な情報を含むさまざまなトピックがあります。 

 データベース エンジン: 「データベース エンジンのアップグレード」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933942(v=sql.110).aspx) および 

「第 3 章 リレーショナル データベース」を参照してください。 

 管理ツールおよび開発ツール: 「第 2 章 管理ツール」を参照してください。 

 クラスター環境: 「SQL Server フェールオーバー クラスターのアップグレー

ド」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms191009(v=sql.110).aspx) およ

び「第 4 章 高可用性」のフェールオーバー クラスタリングに関するセクショ

ンを参照してください。 

 レプリケーション: 「レプリケートされたデータベースのアップグレード」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143699(v=sql.110).aspx) および

「第 4 章 高可用性」のレプリケーションに関するセクションを参照してくだ

さい。 

 Analysis Services: 「Analysis Services のアップグレード」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143686(v=sql.110).aspx) および

「第 16 章 Analysis Services」を参照してください。 

 Integration Services および DTS: 「第 17 章 Integration Services」を参照して

ください。DTS を SQL Server 2008 Integration Services にアップグレードする

方法については、「データ変換サービスのアップグレードに関する注意点」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143716.aspx) を参照してくださ

い。 

 Reporting Services: 「Reporting Services のアップグレードと移行」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143747(v=sql.110).aspx) および

「第 18 章 Reporting Services」を参照してください。 

アップグレード プランのテスト 

テストは提案するのは簡単ですが、通常はその複雑さや急を要する他の業務により、

実際にテストを実行することが困難な場合がよくあります。データが貴重である場合

は、運用環境で実施する前に、テスト環境またはステージング環境でアップグレード 

プランを十分にテストする必要があります。 

計画のテストは、アップグレードを実際に実行する担当者と一緒に実施してくださ

い。テスターはアップグレード プランについて十分に理解している必要がありま

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933942(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms191009(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms191009(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143699(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143686(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143716.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143747(v=sql.110).aspx
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す。配置プロセス中に理解不足が原因で発生した問題をトラブルシューティングする

のは、ストレスがたまり、コストもかかります。 

QA チームと協力して、テストを実施します。QA 部門では、アプリケーションの

アップグレード時に適用する受け入れ条件やスモーク テストなどが既に用意されて

いる場合もよくあります。SQL Server のアップグレードの支援やサポートについて

も、QA チームに確認しておきます。 

インプレース アップグレードまたはサイド バイ サイド アップグレードをテストす

る際の一般的な注意事項を次に示します。 

 最初にテスト環境またはステージング環境を構築します。同じサーバー名と 

SQL Server インスタンス名を使用できるように、独自のドメインを持つテス

ト環境にテスト サーバーを配置することを検討してください。テスト サー

バーのディスク ボリュームの割り当ておよび空きディスク領域は、実稼働

サーバーと一致させます。これは、インプレース アップグレードまたは同じ

サーバーでのサイド バイ サイド アップグレードにおいて特に重要です。別の

サーバーへのサイド バイ サイド アップグレードでは、テストに追加のサー

バーを使用することもできます。 

 アップグレードを複数回テストします。テスト環境を元の状態にすばやくリ

セットできるようにしておくと、テストの繰り返しが簡単になります。すべて

のデータ ファイルのコピーに加えて、データベース サーバーのディスク イ

メージを作成します。次に、ゴースト イメージとデータ ファイルのコピーを

元のサーバーに復元します。また、Virtual PC (VPC) イメージで実稼働サー

バーのすべてのコンポーネントと動作を実際にサポートできる場合は、VPC 

イメージを使用してテスト環境を構築できます。VPC イメージを終了すると

きに元の状態に戻しておくと、2 回目のテストを簡単に実行できます。 

 アップグレード プロセスの前に、SQL Server 2012 セットアップを使用し

て、.NET Framework 3.5 SP1 と SQL Server 2012 のドライバーを実稼働サー

バーにインストールします。ただし、インストールが可能で、運用環境のアッ

プグレード プランに合致する場合に限ります。これにより、実際のアップグ

レード中の時間が節約されます。 

 SQL Server 2005/2008/2008 R2 の従来のインスタンスを実行するテスト サー

バーに対してアップグレード アドバイザーをリモートで実行し、その出力が

実稼働システムに対して実行した場合の結果と一致することを確認します。次

に、アップグレード アドバイザーで検出された障害となる問題を解決するた

めのスクリプトを適用します。場合によっては、障害となる問題を解決する

と、従来のアプリケーションが使用できなくなることがあります。その場合

は、回避策として追加のスクリプトまたはコードを適用して、データベースの

コードやアプリケーションを更新し、これまでどおり動作するようにします。

この場合も、アプリケーションが正常に動作することを確認することが重要で
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す。詳細については、この章の「SQL Server 2012 Upgrade Advisor」を参照し

てください。 

 アップグレードが完了したら、アップグレード アドバイザーで検出されなかっ

たアップグレード後の問題を解決するために必要なスクリプトを適用します。 

 アップグレード後のリレーショナル データベースの互換性レベルは、SQL 

Server 2005 からアップグレードした場合は 90、SQL Server 2008/2008 R2 か

らアップグレードした場合は 100 になります。この時点で、データベースの

互換性レベルがアップグレード後の継続的な運用に必要な値になっていること

を確認します。 

 テスト サーバーでアップグレード プロセスの最終的な状態に到達したら、

SQL Server 2012 のアップグレード後のインスタンスで実行するすべての関連

アプリケーションをテストします。 

 メンテナンス期間中にアップグレードを元に戻す必要がある場合に備えて、

ロールバック プロセスを確実に実行できるように、インプレース アップグレー

ドを元の SQL Server バージョンにロールバックするプロセスをテストします。 

インプレース アップグレードのテスト 

インプレース アップグレードをテストする際の追加の注意事項を次に示します。 

 インプレース アップグレードをテストする場合は、SQL Server 

2005/2008/2008 R2 の実稼働インスタンスのコピーをテスト サーバーに配置

することで、テストに "実際" のデータとオブジェクトを含めます。できる限

り、テスト サーバーの初期状態で、実稼働サーバーの必要なコンポーネント

がすべて揃っているようにします。 

 テスト環境を構築したら、実稼働システムに接続されているのと同じアプリ

ケーション コンポーネント (またはそれらのコピー) を使用して、正常に動作

することを確認します。 

サイド バイ サイド アップグレードのテスト 

サイド バイ サイド アップグレードをテストする際には、特別な注意事項がありま

す。サイド バイ サイド アップグレードは、1 台または 2 台の異なるサーバー上で多

数の SQL Server のインスタンスが関係するため、複雑になる場合があります。 

サイド バイ サイド アップグレードを同じサーバーで実行する場合でも、別のサー

バーで実行する場合でも、次の点に注意してください。 

 サイド バイ サイド アップグレードでは、データとコンポーネントを SQL 

Server 2012 のインスタンスに手動で転送する必要があります。SQL Server 

2012 の並列インスタンスをインストールしたら、コンポーネントを新しいイ

ンスタンスに手動で転送するプロセスをテストします。 

 サイド バイ サイド アップグレードのテストを繰り返し実行するために、必ず
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しもテスト サーバーをゴースト イメージから復元する必要はありません。

SQL Server 2012 をアンインストールし、データ ファイルを削除して、サー

バーを元の状態に戻し、アップグレード テストを繰り返し実行できます。

SQL Server 2012 のアンインストールをテストし、SQL Server 2005/2008/2008 

R2 の従来のバージョンが正常に動作することを確認します。 

 サイド バイ サイド アップグレードでは、通常、ロールバック先は SQL Server 

2005/2008/2008 R2 の元のインスタンスです。必ずロールバックのシナリオを

テストしてください。 

1 台のサーバーでのサイド バイ サイド アップグレードでは、次の点に注意してくだ

さい。 

 SQL Server 2012 の新しいインスタンスと並行して従来の SQL Server のインス

タンスを実行できます。そのようなアップグレードを計画している場合は、並

列実行にあまり多くのサーバー リソースは必要とされないことをテスト環境

で確認します。 

 SQL Server 2012 の新しいインスタンスの稼働を開始し、インスタンスを適切

に運用できることを確認したら、SQL Server の従来のインスタンスを停止

し、ロールバック インスタンスとして使用できるようにしばらく休止状態の

ままにします。 

 アップグレードが受け入れテストに合格したら、新しい実稼働インスタンスに

影響を与えずに、従来のインスタンスをアンインストールします。 

 SQL Server 2012 のインストール時に実稼働システムをオンラインにするかど

うかを決定します。オンラインにする場合は、SQL Server 2012 R2 セットアッ

プがアプリケーションのパフォーマンスに与える影響をテストします。 

別のサーバーへのサイド バイ サイド アップグレードでは、次の点に注意してくださ

い。 

 アップグレード時に、ドメインから古いサーバーを削除して新しいサーバーを

従来の名前と IP アドレスに変更する計画である場合は、この手順もテストし

ます。 

次に、新しい SQL Server 2012 サーバー上で最後のテストを実行します。テストを再

実行し、計画と配置の信頼性を向上させるために、ベースラインの対象サーバーを復

元してプロセスを繰り返します。 

受け入れ条件とロールバック手順の作成 

アップグレード プランでは、すべての可能性を考慮する必要があります。一部のシ

ナリオはあり得ないものとして無視する場合もありますが、考えられるどのようなシ

ナリオでも、実稼働データを保護し、必要に応じてシステムを元の状態に復元できる

ようにすることが最優先事項となります。そのような保護を実現するうえで役立つ作

業を次に示します。 
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 実稼働データをバックアップする。アップグレードのチェック リストに、シ

ステムを再構築するために必要なすべてのデータベースとその他のデータを

バックアップする手順を含めます。 

 受け入れ条件を作成し、アップグレードの続行の可否を判断する時点を設定

する。アップグレードのチェック リストの一部として、アップグレードが正

常に完了し、システムを運用環境に配置できるかどうかをある時点で判断する

ことが必要になります。アップグレードを続行するかどうかの最終的な判断

は、状況に応じて、アプリケーションが想定どおりに動作するかどうかを確認

するテスターを含めたチームによって行います。 

 ロールバック計画を準備する。必要な場合にシステムを復元する詳細な方法

を指定します。ロールバックは通常緊迫した状況で行うため、より詳細に計画

しておいた方が役に立ちます。手順を明確に定義しておけば、実際の状況での

作業が簡単になります。 

 ロールバックをテストする。ロールバック計画をテストして、実際に機能す

ることを確認します。テストの度合いは、データの重要性とロールバックの緊

急性によって決まります。テストされていないロールバック計画は信頼できま

せん。 

アップグレード後の作業 

アップグレード作業が完了したら、さらに次の 2 つの手順が必要になります。 

 アプリケーションおよびデータベース サーバー環境に新しい SQL Server イン

スタンスを統合する。 

 アップグレードが成功したかどうかを判断する。 

これら 2 つの手順を順番に実行する必要はありません。たとえば、受け入れ条件の

一部を直ちに適用して、続行の可否を判断する場合もあります。その後で、新しいイ

ンスタンスを統合してから、残りの受け入れテストを適用できます。 

新しい環境への新しいインスタンスの統合 

最初に、データを必要とするアプリケーションで SQL Server 2012 の新しいインスタ

ンスが動作することを確認します。すべてを正常に動作させるために、アプリケー

ションのアップグレードが必要になる場合もあります。ただし、ほとんどの場合、 

移行はシームレスに完了し、アプリケーションへの変更は必要ありません。 

SQL Server 2012 のアップグレード後のインスタンスの環境によっては、アップグ

レードに影響を与える追加の要件があります。次に例を示します。 

 リンク サーバー。現在のシステムがリンク サーバーのリレーションシップお

よび定義に依存している場合は、それらをアップグレードにも適用する必要が

あります。それらのリンク サーバーを適切に定義およびテストしていない場



83 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

合、アプリケーションでエラーが発生する可能性があります。 

 インポートおよびエクスポート。従来のデータベース システムがデータのイ

ンポート先またはエクスポート元となっている場合があります。こうしたイン

ポートおよびエクスポートでは、DTS を使用するか、SSIS に変換するか、他

のツールを使用する可能性があります。これらの要件を特定し、アップグレー

ド後のインスタンスが適切に動作することを確認する必要があります。 

 以前のバージョンの SQL Server を参照するコンポーネント。従来の SQL 

Server インスタンスを選択的に移行する場合は、SQL Server 2012 のアップグ

レード後のインスタンスのコンポーネントが以前のバージョンの SQL Server 

にこれまでどおり正常に接続できることを確認します。 

 64 ビット版の SQL Server への変更に必要なドライバー。これには、64 ビッ

ト サーバーから他のデータベース システムやメインフレームにアクセスする

ためのドライバーなどが含まれます。 

 パッチ、修正プログラム、および累積更新プログラム。他のエディションの 

SQL Server から SQL Server 2012 にアップグレードした場合は、アップグレー

ド後の SQL Server インスタンスに修正プログラムや Service Pack 更新プログ

ラムを再適用する必要があります。 

アプリケーションの受け入れの確認 

以上で、アップグレードの最終的な受け入れ条件を適用し、新しいシステムの運用を

開始できるかどうかを判断する準備が整いました。複雑なアプリケーションでこの判

断を行う場合は、アプリケーションが正常に実行されていることを確認するために、

QA チームの協力が必要になる可能性があります。単純なアプリケーションの場合

は、"スモーク テスト" を使用できます。スモーク テストでは、アプリケーションの

実行可能性に関して、簡単でありながら信頼できる結果が得られます。この種の最終

的な受け入れテストでは、アプリケーションの所有者などの関係者にも参加してもら

うことを検討します。 

SQL Server 2012 Best Practices Analyzer の実行 

新しくアップグレードした SQL Server 2012 コンポーネントが SQL Server 2012 の既

知のベスト プラクティスに従っていることを確認するには、SQL Server 2012 Best 

Practices Analyzer (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29302) 

をダウンロードして実行します。これにより、データベースとコンポーネントが現在

の SQL Server のベスト プラクティスに従っていることを確認します。 

アップグレードのトラブルシューティング 

アップグレードの問題を検出する最適なタイミングは、テスト環境でアップグレード 

プランを検証しているときです。アップグレード アドバイザーでは、インスタンス

の静的なコードおよびオブジェクトに関連するアップグレードのほとんどの問題が、

各問題に対して推奨される解決方法と共に、完全に文書化されます。動的なコードの

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29302
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29302
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検証やトラブルシューティングには、ワークロードが必要です。 

トラブルシューティングの一般的な方法は次のとおりです。 

 インプレース アップグレードのトラブルシューティングは、SQL Server 2012 

のインストールのトラブルシューティングと基本的に同じです。SQL Server 

2012 セットアップ プログラムでは、アクションの概要を Summary.txt ファイ

ルに記録します。このファイルは、Program Files¥Microsoft SQL 

Server¥110¥Setup Bootstrap¥LOG¥ フォルダーにあります。Summary.txt ファ

イルには、各 SQL Server コンポーネントのインストールの概要についてのセ

クションがあります。 

 詳細なログ ファイルは、先ほど説明したパスの下にある Files フォルダーにあ

ります。各コンポーネントと複数のサブコンポーネントに対してファイルが  

1 つずつあります。ログ ファイルの解釈については、「SQL Server のセット

アップ ログ ファイルを読み取る方法」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms144287.aspx) を参照してください。 

 サイド バイ サイド アップグレードのトラブルシューティングにもインプレー

ス アップグレードと同じログ ファイルを使用します。ただし、データ転送は 

SQL Server 2012 セットアップで制御されない手動プロセスであるため、実際

のデータ転送はログに記録されません。 

 サイド バイ サイド アップグレードをトラブルシューティングする手順は、基

本的にデータの転送に使用する方法に基づいて決まります。バックアップ/復

元またはデタッチ/アタッチのサイド バイ サイド アップグレードを使用する

場合は、SQLCMD コマンド ライン ツールを使用し、出力をファイルにリダイ

レクトすることで、それらのプロセスの出力をテキスト ファイルにキャプ

チャできます。データベース コピー ウィザードを使用してデータを転送する

場合は、対話型のプロセスとなり、潜在的なエラーが発生するかどうかをその

場で確認する必要があります。 

サイド バイ サイド アップグレードまたは新しいハードウェアのアップ

グレード後の使用停止およびアンインストール 

単一のサーバーまたは別のサーバーでサイド バイ サイド アップグレードを実行した

後は、古いサーバーと SQL Server インスタンスがまだ存在しています。サーバーを

アンインストールするか、使用を停止するには、新しい SQL Server 2012 環境の運用

を開始する前に、SQL Server サービスを停止して無効にします。これにより、アプ

リケーションまたは接続が古いインスタンスやサーバーに誤って接続することがなく

なります。 

警告: インスタンスのすべてのデータベースまたはコンポーネントを同時にアップ

グレードしていない場合は、他のアプリケーションのためにアクティブなデータ

ベースを実行している SQL Server インスタンスを無効にしたり停止したりしない

でください。 

新しいインスタンスが受け入れテストに合格し、新しくアップグレードしたサーバー

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144287.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144287.aspx
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を正常に運用環境に移行したら、インスタンスをアンインストールするかサーバーを

完全に停止する作業をスケジュールします。1 台のサーバーでのサイド バイ サイド 

アップグレードでアンインストールを行う場合は、SQL Server 2005、SQL Server 

2008、または SQL Server 2008 R2 の従来のインスタンスを完全に削除するために再

起動が必要になることがあり、そのダウンタイムをスケジュールする必要がありま

す。従来の SQL Server インスタンスをアンインストールする場合は、十分に注意し

て正しいコンポーネントを選択してください。アクティブに使用されているサーバー

でアンインストールを行うよりも、サーバー全体の使用を停止する方が簡単なので、

通常は、別のサーバーへのアップグレードの方が便利です。 

DBA がいない場合のアップグレードに関する注意点 

グループによっては、SQL Server DBA のサポートを受けずに、SQL Server 2012 に

アップグレードするかどうかを決定しなければならない場合もあります。または、

DBA がまったくいない場合もあります。どちらの場合も、どの時点で追加支援を求

めるかを決定しておく必要があります。 

重要な問題は、現在の SQL Server インスタンスに格納されているデータの性質と価

値です。データがビジネス上重要または不可欠なものである場合は、アップグレード

の前にデータをバックアップする方法、および何かの理由によりアップグレード プ

ロセスでロールバックが必要になった場合の復元方法を明確にしておきます。これら

の手順のどちらかが不明または不確かな場合は、すぐに SQL Server 2012 のスキルを

持つプロフェッショナル DBA の支援を受けてください。 

ロールバックを処理できる場合は、テストおよび受け入れに関する次の問題に対処す

る必要があります。 

 アップグレードが成功したと見なす条件が明確になっているか。 

 アップグレード後に SQL Server に依存しているアプリケーションが適切に動

作することを確認できるテスターまたはテスターのチームが存在するか。 

 アップグレードを確実に成功させることができるように、最初にテスト環境で

アップグレードをテストできるか。 

 特に、アップグレード アドバイザーを実行して、障害となる問題を検出し、

そのすべての問題を解決したか。 

データのバックアップと復元を行い、その結果を正常にテストし、必要に応じて 

SQL Server データベースを再構築する手順が、すべて確立されたことを確認した

ら、次はニーズに最も適したアップグレード方法を検討します。 

DBA がいない場合、最も簡単なアップグレード方法はインプレース アップグレード

です。この方法では、SQL Server の従来のインスタンスが SQL Server 2012 の新しい

インスタンスに置き換えられます。この方法を使用すると、SQL Server のデータが

古いインスタンスから新しいインスタンスに自動的に転送されます。通常、DBA が

いない状態でインスタンスをアップグレードする場合は、インプレース アップグ
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レードを使用することをお勧めします。ただし、最終的な決定を行う前に、関連する

すべての要素を考慮する必要があります。 

図 4 のフローチャートには、SQL Server 2005/2008/2008 R2 のインスタンスを SQL 

Server 2012 にアップグレードする各段階を示しています。また、SQL Server 2012 に

アップグレードする際に役立つ基本的なツールも示しています。 

 

図 4: SQL Server 2012 のアップグレード フローチャート 
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結論 

SQL Server 2012 のアップグレードを正常に完了させるための計画を立てる主な手順

は次のとおりです。 

 アップグレードの要件を調べる。 

 アップグレード前の作業を確定する。 

 アップグレードの実装作業を確定する。 

 アップグレード後の作業を確定する。 

計画には、以下の内容が含まれている必要があります。 

 適切なアップグレード方法の選択 

 各アップグレードを実装するためのチェック リスト 

 テストしたバックアップ、復元、および再構築の手順 

 明確な受け入れ条件、アップグレードの続行の可否を判断するプロセス、条件

付きのロールバック手順 

データベース アプリケーションの大規模なアップグレードと同様に、SQL Server 

2012 へのアップグレードでは、アップグレード プロセス中の変更要素の数を制限

し、IT の実稼働リリースに使用される標準的な手順をアップグレード プロセスにも

適用することで、さまざまな利点が得られます。 

その他のリファレンス 

その他、SQL Server 2012 のアップグレードの計画および配置に関する最新のリファ

レンスについては、次のリンクを参照してください。 

 SQL Server 2012 へのアップグレード 

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622.aspx) 

 SQL Server 2012 の概要 

(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/product-info/overview-

capabilities.aspx) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 開発者向け技術情報 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server TechCenter 

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

SQL Server の各コンポーネント (Analysis Services、Integration Services など) をアップ

グレードする方法の詳細については、このドキュメントの他の章を参照してくださ

い。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622.aspx
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/product-info/overview-capabilities.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
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第 2 章: 管理ツール 

概要 

ここでは、SQL Server 2012 の管理ツールの新機能と強化された機能について説明し

ます。また、管理ツールに関して、インストール済みの SQL Server 2005/2008/2008 

R2 を SQL Server 2012 にアップグレードする際に考慮する必要があるいくつかの問

題についても説明します。管理ツールのアップグレードに役立つリソースの情報も用

意されています。 

SQL Server 2012 管理ツールの機能の変更 

SQL Server 2012 管理ツールの機能に変更が加えられたことで、アップグレードのプ

ロセスが影響を受ける場合があります。ここでは、次の管理ツールに対する機能の変

更について説明します。 

 SQL Server Management Studio (SSMS) 

 データベース エンジン チューニング アドバイザー 

 SQL Server 構成マネージャー 

 SQL Server Profiler 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 から SQL Server 2012 にアップグレードする場合、こ

れらの管理ツールおよび開発ツールにはほとんど影響がありません。SQL Server 2012 

には他にも多数のツールがありますが、それらのツールの詳細についてはここでは説

明しません。 

 ビジネス インテリジェンス ツールの変更点の詳細については、このガイドの

「第 15 章 ビジネス インテリジェンス ツール」を参照してください。 

 Reporting Services ツールの変更点の詳細については、このガイドの「第 18 章 

Reporting Services」と、SQL Server 2012 オンライン ブックの「Reporting 

Services のアップグレードと移行」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143747(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

SSMS の変更点 

SSMS は、SQL Server データベース エンジン、SQL Server Analysis Services、SQL 

Server Integration Services、SQL Server Reporting Services、さらには T-SQL 

(Transact-SQL) データベースのクエリとコンポーネントを含む、すべての SQL Server 

コンポーネントを管理するための統合環境です。SSMS は Visual Studio IDE を利用し

たツールです。管理者にとっては、非常に複雑なシステムを一元的かつグラフィカル

に管理できるツールです。開発者は SSMS を使用して、データベースとアプリケー

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143747(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143747(v=sql.110).aspx
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ションを一貫した方法で開発することができます。SQL Server 2012 内部では、SSMS 

用に Visual Studio 2010 Shell が使用されます。 

オブジェクト エクスプローラー 

SQL Server 2008/2008 R2 からアップグレードする場合、SSMS のオブジェクト エク

スプローラーに対する機能の変更は特にありません。SQL Server 2005 からアップグ

レードする場合は、オブジェクト エクスプローラーに次の機能が追加されます。 

 列のカスタマイズ。ブラウザー内の既定の表示内容を変更して、必要に応じ

た情報を表示することができます。 

 オブジェクト プロパティ情報。選択したオブジェクトの詳細がプロパティ 

ウィンドウに表示されます。 

 オブジェクトの並べ替え。オブジェクト列の見出しをクリックすると、ク

リックしたときのコンテキストに応じて、オブジェクトを目的の順序で並べ替

えることができます。 

 詳細ウィンドウでオブジェクトやオブジェクト グループを操作する機能の強

化。次の操作を実行できます。 

o 関連するオブジェクト間での移動 

o 親オブジェクトへの移動 

o 詳細ウィンドウ内で選択したオブジェクトをオブジェクト ウィンドウ

内の各オブジェクトと同期 

o フィルターを適用してオブジェクトのサブセットを表示 

o オブジェクト エクスプローラーで選択したオブジェクトのレベルに基

づいてオブジェクト グループのスコープを選択 

o ワイルドカードを使用したオブジェクト検索 

SQL Server 2005 からアップグレードする場合のオブジェクト エクスプローラーの機

能強化の詳細については、SQL Server 2008 オンライン ブックの「管理に関する機能

強化 (データベース エンジン)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc645579(v=sql.100).aspx) を参照してください。 

クエリ エディター 

クエリ エディターでは次の機能が追加されます。 

 ブレークポイントの検証。検証機能によって、ユーザーが不適切な場所にブ

レークポイントを設定することを防ぎます。 

 T-SQL コード スニペット。クエリ エディターで T-SQL ステートメントを作成

する際にテンプレートとして使用できます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645579(v=sql.100).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645579(v=sql.100).aspx
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 T-SQL ブレークポイント機能。ブレークポイント条件、ブレークポイント 

ヒット カウンター、ブレークポイント フィルター、ブレークポイント アク

ションなどを指定する機能があります。 

 [ページ復元] ダイアログ ボックス。ユーザーはこのダイアログ ボックスを使

用して、データベース ページの破損をチェックし、破損したページをデータ

ベース バックアップおよび後続のログ バックアップから復元することができ

ます。このとき、データベース全体を復元する必要はありません。 

このようなクエリ エディターの機能強化の詳細については、SQL Server 2012 オンライ

ン ブックの「管理に関する機能強化 (データベース エンジン)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645579(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

キーボード ショートカット 

SQL Server 環境を管理するデータベース管理者の多くは、生産性を向上させるため

にキーボード ショートカットを使用します。既定のキーボード スキームは SQL 

Server 2012 スキームであり、Visual Studio 2010 に基づいたキーボード ショート

カットが設定されています。 

SSMS でキーボード スキームを変更するには、次の手順を実行します。 

1. SSMS の [ツール] メニューの [オプション] をクリックします。 

2. [環境] ノードを展開し、[キーボード] ページを選択します。 

3. [キーボード スキーム] ボックスの一覧を使用してキーボード スキームを変更

します。 

SSMS のキーボード スキームを変更すると、SQL Server 2008 R2 のログ ビューアー

のキーボード ショートカットを SQL Server 2012 で使用できなくなります。次に示

すヘルプおよび SQL Server オンライン ブックのキーボード ショートカットも使用で

きません。 

 Ctrl + F1 ([操作方法] のヘルプを表示する) 

 Ctrl + Alt + F1 (SQL Server オンライン ブックのコンテンツを表示する) 

 Ctrl + Alt + F2 (SQL Server オンライン ブックの目次を表示する) 

 Ctrl + Alt + F3 (ヘルプの [検索] を表示する) 

 Ctrl + Alt + F4 (ダイナミック ヘルプを表示する) 

 Ctrl + Alt + F (ヘルプの [お気に入り] を表示する) 

キーボード ショートカットの変更の一覧については、SQL Server 2012 オンライン 

ブックの「SQL Server Management Studio のキーボード ショートカット」

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645579(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms174205(v=sql.110).aspx
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(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms174205(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

顧客からの要望による機能強化 

顧客からの要望により、SSMS 2012 では次の機能強化が行われました。 

 復元プランの構築に使用されるアルゴリズムの改良。 

 特定の時点への復元操作の改良。視覚的タイムラインが追加されたことで、

データベースの復元操作での復旧ポイントとして適切な時点を特定できるよう

になりました。 

アップグレード後の SSMS の機能に関する最新情報については、SQL Server 2012 オン

ライン ブックの「管理に関する機能強化 (データベース エンジン)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645579(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

データベース エンジン チューニング アドバイザーの変更点 

SQL Server 2012 のデータベース エンジン チューニング アドバイザーでは、ワーク

ロードとしてクエリ プラン キャッシュを使用できます。それにより、プラン キャッ

シュの上位 1,000 件のイベントを選択して分析に使用することで、データベースを

チューニングできます。 

データベース エンジン チューニング アドバイザーの機能強化の詳細については、SQL 

Server 2012 オンライン ブックの「管理に関する機能強化 (データベース エンジン)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645579(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

SQL Server 構成マネージャーの変更点 

SQL Server 構成マネージャーでは、SQL Server のサービスを開始、停止、一時停

止、再開したり、サービスのプロパティを変更したり、SQL Server のネットワーク 

プロトコルを構成したりできます。構成マネージャーでは、データベース エンジン

のサービス、Analysis Services、Integration Services、Reporting Services、SQL Server 

エージェント、SQL Server Browser を含め、すべての SQL Server サービスを管理で

きます。 

構成マネージャーの最新機能の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブック

の「SQL Server 構成マネージャー」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ms174212(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

SQL Server Profiler の変更点 

SQL Server Profiler は機能豊富なグラフィカル ユーザー インターフェイスであり、

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645579(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645579(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms174212(v=sql.110).aspx
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データベース エンジンのインスタンスまたは Analysis Services のインスタンスを監

視するために、トレースを作成したり管理したりできます。各イベントに関するデー

タをキャプチャし、トレースとしてファイルまたはテーブルに保存しておくことで、

問題を診断する際にそれらのトレース結果を分析したり再生したりできます。  
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SQL Server Profiler の機能強化については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「SQL Server Profiler」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms181091(v=SQL.110).aspx) を参照してください。SQL Server Profiler の非

推奨機能については、この章の「非推奨機能」を参照してください。 

アップグレードのための準備 

アップグレードのプロセスを問題なく進めるためには、SQL Server 2012 内で特定の

管理ツールの機能に加えられた以下の変更点について考慮する必要があります。それ

により、アップグレード後に適切な変更を加えることで、SQL Server 環境の管理機

能を有効なまま維持することができます。 

非推奨機能 

管理ツールおよび SQL Server の一部の機能は、SQL Server 2012 で非推奨になりまし

た。これらの機能は旧バージョンとの互換性を確保するためにのみサポートされてお

り、SQL Server の今後のリリースでは削除される予定です。 

トレース キャプチャとトレース再生 

データベース エンジンのワークロードに対するトレース キャプチャ機能およびト

レース再生機能の使用は、SQL Server 2012 で非推奨になりました。トレース キャプ

チャ機能の代わりに、SSMS の拡張イベント グラフィカル ユーザー インターフェイ

スを利用することをお勧めします。トレース再生の代わりとしては、分散再生をお勧

めします。これらの機能は、Analysis Services のワークロードに対しては非推奨では

ありません。 

非推奨機能の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの以下のトピック

を参照してください。 

 SQL Server 2012 の非推奨 SQL Server 機能 (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc707789(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 2012 の非推奨管理ツール機能 (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc879341(v=sql.110).aspx) 

廃止された機能 

一部の管理ツールの機能は、SQL Server 2012 で廃止されました。次に、廃止された機

能の一部を示します。廃止された機能の一覧については、SQL Server 2012 オンライン 

ブックの「SQL Server 2012 で廃止された管理ツール機能」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc879339(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms181091(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707789(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc879341(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc879339(v=sql.110).aspx
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Active Directory Helper Service 

Active Directory Helper Service およびその関連コンポーネントは削除されました。詳

細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 で提供が中

止された機能」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707782(v=sql.110).aspx) を

参照してください。 

SQL Server Compact Edition 

SQL Server Compact Edition のサポートは、オブジェクト エクスプローラー、ソ

リューション エクスプローラー、およびテンプレート エクスプローラーから削除さ

れました。SQL Server Compact Edition のコード エディターも、SSMS から削除され

ました。 

システム ストアド プロシージャ 

システム ストアド プロシージャ sp_addtask、sp_deletetask、および sp_updatetask 

は削除されました。 

ActiveX サブシステム 

SQL Server エージェント用の ActiveX サブシステムは削除されました。 

重大な変更 

重大な変更とは、アップグレードの障害になるような変更です。SQL Server 2012 

Upgrade Advisor (本章「アップグレード ツール」で説明します) を使用して、アップ

グレード対象の環境を検証し、重大な変更に該当する要素の有無を確認することで、 

主な重大な変更を検出することができます。このような変更の詳細については、SQL 

Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 における SQL Server 機能の重大

な変更」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707784(v=sql.110).aspx) を参照し

てください。 

動作の変更 

動作の変更は、アップグレードが失敗する原因にはならないものの、アップグレード

後にアプリケーションに影響を与える可能性がある、"重大な変更" 以外の変更で

す。SQL Server 2012 に関しては、2 つの動作の変更が見つかっています。 

1. SQL Server フェールオーバー クラスターのエラー検出プロセスで、"SELECT 

@@SERVERNAME" クエリが使用されなくなりました。ただし、エラー検出プ

ロセスでは、ログ機能が改善され、主要な SQL Server コンポーネントの監視

機能、SQL Server のフェールオーバーまたは再起動の条件の設定機能が用意

されています。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707782(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707782(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707784(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707784(v=sql.110).aspx
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2. SQL Server Developer Edition または SQL Server Evaluation Edition から SQL 

Server Standard Edition へのアップグレードは、マルチサブネット フェール

オーバー クラスター構成ではサポートされません。詳細については、SQL 

Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server マルチサブネット クラスタリ

ング」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff878716(v=sql.110).aspx) を参

照してください。 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 のクラスター化されたインスタンスを SQL Server 2012 

にアップグレードする場合の詳細については、このガイドの「第 4 章 高可用性」を参

照してください。動作の変更の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「SQL Server 2012 における SQL Server 機能の動作の変更」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707785(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

アップグレード ツール 

Microsoft がリリースした SQL Server 2012 用 Feature Pack には、有用なツールが多

数含まれていますが、その中の 1 つが SQL Server 2012 Upgrade Advisor です。

Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack は、Microsoft の Web サイト 

(http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065) からダウンロード

するか、または SQL Server 2012 のインストール DVD からインストールできます。 

アップグレード アドバイザーは、次の各カテゴリで発生する可能性があるアップグ

レードの問題について 100 以上のルールをチェックします。 

 SQL Server 

 Analysis Services 

 Reporting Services 

 Integration Services 

チェックが完了すると、見つかった問題が報告インターフェイスに一覧表示され、 

それぞれの解決方法が示されます。アップグレード アドバイザーの詳細について

は、このガイドの「第 1 章 アップグレードの計画と配置」および SQL Server 2012 

オンライン ブックの「アップグレード アドバイザーを使用したアップグレードの準

備」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx) を参照して

ください。 

64 ビットに関する注意点 

このクライアント ツールは 32 ビットのコンピューター環境向けに開発されていま

す。64 ビットのコンピューターで実行した場合には、Windows On Windows 64 

(WOW64) 内でソフトウェアが実行されます。これは、64 ビットのコンピューターで 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff878716(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff878716(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707785(v=sql.110).aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx
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32 ビットのソフトウェアを実行するためのエミュレーション環境です。そのため、

64 ビット環境へのアップグレードに関してはツールの問題はありません。詳細につ

いては、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 のインストールに

必要なハードウェアおよびソフトウェア」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

既知の問題とその回避方法 

サイド バイ サイド アップグレードを実行する場合には、従来の管理ツールから一部

の設定をインポートできます。Microsoft では、問題が発生した場合にそれを記録

し、修正方法または回避方法を提供しています。このような情報を探すには、

Microsoft サポート技術情報の記事を参照することをお勧めします。サポート技術情

報の記事、ブログなど、SQL Server 管理ツールに関連するリソースの最新情報につ

いては、この章の終わりにある「その他のリファレンス」を参照してください。 

SQL Server エージェント 

SQL Server エージェントは、メンテナンス プランなど、いくつかの SQL Server コン

ポーネントで中心的な役割を果たします。SQL Server エージェントをアップグレー

ドする場合には、発生する可能性のある問題を確認し、理解しておく必要がありま

す。 

プロキシ アカウント 

sysadmin が所有する T-SQL 以外のジョブでは、ジョブ ステップが SQL Server エー

ジェント サービス アカウントのコンテキストで実行されます。sysadmin 以外が所有

する T-SQL 以外のジョブでは、ジョブ ステップがプロキシ アカウント (有効な場合) 

のコンテキストで実行されます。 

プロキシ アカウントはジョブ ステップのセキュリティ コンテキストを定義し、SQL 

Server エージェントが Windows ユーザーのセキュリティ資格情報にアクセスできる

ようにします。SQL Server エージェントはプロキシ アカウントに定義されている資

格情報を借用して、ジョブ ステップを実行します。これにより、SQL Server エー

ジェントはプロキシ アカウントのセキュリティ コンテキストを使用してジョブ ス

テップを実行できます。 

SSMS を使用してプロキシ アカウントを変更するには、次の手順を実行します。 

1. オブジェクト エクスプローラーで、[SQL Server エージェント] を展開した

後、[プロキシ] を展開します。 

2. プロキシのサブシステム ノードを展開し、変更するプロキシを右クリックし

て、[プロパティ] をクリックします。 

または、次の例に示すように、sp_grant_proxy_to_subsystem システム ストアド プロ

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
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シージャを使用して、プロキシ アカウントにディスク サブシステムへのアクセスを

許可します。  
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USE msdb 

GO 

 

EXEC dbo.sp_grant_proxy_to_subsystem 

    @proxy_name = 'UpgradedProxyAccount', 

    @subsystem_name = N'SSIS' 

GO 

SQL Server エージェントのプロキシ アカウントの詳細については、「プロキシを作

成する方法 (SQL Server Management Studio)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms190698(v=sql.105).aspx) を参照してください。 

対象サーバーのアップグレード 

マルチサーバー環境をアップグレードする場合には、マスター サーバー (MSX) をアッ

プグレードする前にすべての対象サーバー (TSX) をアップグレードする必要がありま

す。SSMS を使用して対象サーバーを再度参加させるには、次の手順を実行します。 

1. オブジェクト エクスプローラーで、データベース エンジンのインスタンスに

接続し、そのインスタンスを展開します。 

2. [SQL Server エージェント] を右クリックし、[マルチ サーバーの管理] をポイ

ントして、[対象サーバーに設定] をクリックします。対象サーバー設定ウィ

ザードを使用して、対象サーバーを設定します。 

SQL Server 2008 R2 で導入された 2 つの機能によって、マスター サーバーと対象

サーバーを使用するよりも分散環境で処理する方が低コストになったことに注意して

ください。その 2 つの機能は、次のとおりです。 

 ポリシー ベースの管理と呼ばれる、新しいサーバー管理方法 

 構成サーバーとサーバー グループを使用する、マルチサーバー クエリ 

これらの機能の詳細については、SQL Server 2012 のオンライン ブックの次のトピッ

クを参照してください。 

 ポリシー ベースの管理を使用したサーバーの管理 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510667(v=sql.110).aspx) 

 中央管理サーバーを使用した複数のサーバーの管理 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb895144(v=sql.110).aspx) 

インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグ

レード 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 を SQL Server 2012 にアップグレードするときに、

サーバーに従来の管理ツールを残す場合は、SQL Server データベース エンジンのイ

ンプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードのどちらを選択し

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190698(v=sql.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190698(v=sql.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510667(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb895144(v=sql.110).aspx
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ても、SSMS に対する結果は同じです。インプレース アップグレードを使用した場

合には、SQL Server 構成マネージャーと SQL Server Profiler が置き換えられます。 

SQL Server 2005 からのアップグレード 

SQL Server 2005 から SQL Server 2012 へのインプレース アップグレードを実行する

場合は、すべてのコンポーネント (データベース エンジン、Analysis Services、

Integration Services など) をアップグレードする必要があります。 

ツールの置き換え 

SQL Server 2012 のセットアップを実行しても、SQL Server 2005 のツールが SQL 

Server 2012 のツールに自動的に置き換えられることはありません。 

 アップグレードされるインスタンス上にある SQL Server 2005 のツールは、

[プログラムの追加と削除] を使用して別途削除する必要があります。これは、

サーバー上に SQL Server 2005 インスタンスが 1 つしかない場合でも、複数存

在する場合でも同じです。 

 SQL Server 2012 のセットアップでは、SQL Server 2005 のツールに関する登録

済みサーバーなどの設定を検出し、SQL Server 2012 へのアップグレード後も

それを保持しようとします。 

 SSMS に登録されたサーバーを SQL Server 2005 からエクスポートして SQL 

Server 2012 にインポートすることはできません。これは、基になる .regsrvr 

ファイルの構造が異なるためです。 

ツールの接続 

SQL Server 2005 のツールを使用して SQL Server 2012 のインスタンスを管理するこ

とはできません。インプレース アップグレードの実行後は、SQL Server 2012 のツー

ルやユーティリティのみを使用して SQL Server 2012 のインスタンスを管理できま

す。逆に、SQL Server 2012 のツールを使用して SQL Server 2005 のインスタンスを

管理することはできます。SQL Server をリモートで管理するには、SQL Server 2012 

のインストール後も SQL Server 2012 を管理できるように、ワークステーションに 

SQL Server 2012 のツールをインストールする必要があります。 

SQL Server 2005 Profiler を使用して、SQL Server 2012 のインスタンス上でトレース

を実行できます。ただし、新しいトレースを実行する場合はテンプレートがないの

で、トレースを実行する前に手動でイベントを選択する必要があります。SQL Server 

2012 Profiler を使用して SQL Server 2005 のトレース ファイルを開くこともできま

す。 
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SQL Server 2008/2008 R2 からのアップグレード 

SQL Server 2008/2008 R2 から SQL Server 2012 へのインプレース アップグレードを

実行する場合は、すべてのコンポーネント (Integration Services など) をアップグ

レードする必要があります。 

ツールの置き換え 

SQL Server 2012 のセットアップを実行しても、SQL Server 2008/2008 R2 のツールが 

SQL Server 2012 のツールに自動的に置き換えられることはありません。 

 アップグレードされるインスタンス上にある SQL Server 2008/2008 R2 のツー

ルは [プログラムの追加と削除] を使用して別途削除する必要があります。こ

れは、サーバー上に SQL Server 2008/2008 R2 インスタンスが 1 つしかない場

合でも、複数存在する場合でも同じです。 

 SQL Server 2012 のセットアップでは、SQL Server 2008/2008 R2 のツールに関

する登録済みサーバーなどの設定を検出し、SQL Server 2012 へのアップグ

レード後もそれを保持しようとします。 

ツールの接続 

インプレース アップグレードの実行後、SQL Server 2012 インスタンスの接続と管理

に SQL Server 2008/2008 R2 の SSMS を使用することができます。ただし、SQL 

Server 2008/2008 R2 構成マネージャーを使用して SQL Server 2012 のサービスを管

理することはできません。 

SQL Server 2008/2008 R2 Profiler を使用して、SQL Server 2012 のインスタンス上で

トレースを実行できます。ただし、新しいトレースを実行する場合はテンプレートが

ないので、トレースを実行する前に手動でイベントを選択する必要があります。SQL 

Server 2012 Profiler を使用して SQL Server 2008/2008 R2 のトレース ファイルを開く

こともできます。 

プロジェクト ファイル 

SSMS 2012 では、以前のバージョンの SSMS で作成されたプロジェクト ファイルを

開いて作業することができます。プロジェクトを SSMS 2012 で開く際には、Visual 

Studio の変換処理によってプロジェクトをアップグレードする必要があります。この

アップグレード プロセスは、SSMS 2012 の基盤である Visual Studio Shell の機能で

す。プロジェクトをアップグレードした後は、以前のバージョンの SSMS を使用して

開くことができなくなります。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブック

の「プロジェクト (SQL Server Management Studio)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/hh231442(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

アップグレード後の作業 

アップグレードの実行後、新しい管理ツールがアップグレード前と同じように動作す

るように、いくつかの作業が必要になる場合があります。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh231442(v=sql.110).aspx
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データベース メンテナンス プラン 

メンテナンス プランでは、データベースを最適化したり、データベースをバック

アップしたり、データベースの不整合をなくしたりするために必要な作業のワークフ

ローを作成します。このプランは、手動で作成するか、またはメンテナンス プラン 

ウィザードを使用して作成できます。このウィザードを使用すると、SQL Server に

関するほとんどのメンテナンス作業のプランを作成でき、さらに Integration Services 

デザイナーを利用してメンテナンス プランの機能を拡張することができます。新し

いメンテナンス プランの機能を活用するには、メンテナンス プランを SQL Server 

2012 に移行する必要があります。この移行作業は、自動または手動で実行できま

す。 

メンテナンス プラン ウィザードの詳細については、SQL Server 2012 オンライン 

ブックの「メンテナンス プラン ウィザードの使用 (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms191002.aspx) を参照してください。 

データベース ダイアグラム 

SQL Server 2012 へのインプレース アップグレードでは、以前のリリースの SQL Server 

で作成されたデータベース ダイアグラムが自動的にアップグレードされます。アップ

グレードを完了するために SQL Server 2012 でデータベース ダイアグラムを設定する

手順を次に説明します。SQL Server 2012 のデータベースにデータベース ダイアグラム

を設定するデータベース管理者 (DBA) は、構成する各データベースの sysadmin 固定

サーバー ロールまたは db_owner ロールのメンバーである必要があります。 

1. SSMS のオブジェクト エクスプローラーで、構成するデータベースを展開し

ます。 

2. データベース接続のデータベース ダイアグラム ノードを展開します。 

3. サポート オブジェクトの作成を求めるメッセージが表示されたら、[はい] を

クリックします。 

4. データベース ダイアグラムを開くと、SQL Server 2012 によってデータベース 

ダイアグラムが自動的にアップグレードされます。 

データベース ダイアグラムのアップグレードの詳細については、SQL Server 2012 オ

ンライン ブックの「旧エディションのデータベース ダイアグラムのアップグレード 

(Visual Database Tools)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms190628(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

インプレース アップグレードを実行した場合、SQL Server 2012 では SSMS の設定が

保持されます。一方、サイド バイ サイド アップグレードを実行した場合、ツールで

以前と同じ機能を使用するには、ツールをカスタマイズする必要があります。それに

は、次の作業を実行します。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms191002.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190628(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190628(v=sql.110).aspx
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 アップグレード後、サーバーを再登録します。 

 SSMS 2012 のレイアウトをカスタマイズします。 

 新しいインスタンスでリンク サーバーを再作成します。 

 サービスと機能を必要に応じて有効または無効にします。安全のために、アッ

プグレード後は一部のサービスと機能のみが有効になっています。 

 すべてのデータベースの統計を更新します。クエリのパフォーマンスを最適化

するために、アップグレード後にはすべてのデータベースの統計を更新するこ

とをお勧めします。 

結論 

SQL Server 2012 の管理ツールには、便利な新機能と強化された機能が多数追加され

ています。ここで説明した手順を実行し、管理ツールに加えられた変更について理解

し、効果的なアップグレードのための準備を行うことで、SQL Server 2012 へのアッ

プグレードに関わるリスクを最小限に抑え、安心してアップグレードを実行すること

ができます。 

その他のリファレンス 

その他、SQL Server 2012 の管理ツールのアップグレードに関する最新のリファレン

スについては、次のリンクを参照してください。 

 SQL Server 2012 の Web サイト 

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=SQL.110).aspx) 

 SQL Server 開発者向け技術情報  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server TechCenter  

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

  

http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
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第 3 章: リレーショナル データベース 

概要 

現在 SQL Server 2005/2008/2008 R2 を使用しているユーザーは、リレーショナル 

データベースを複数の方法で SQL Server 2012 にアップグレードすることができま

す。最適な方法は、既存の SQL Server インスタンスおよびデータベースの配置状

況、アップグレード中に必要なデータベースの可用性レベル、および実行する必要が

あるアップグレード テストの数によって決まります。 

リレーショナル データベースの構成 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 は、さまざまな構成で配置できます。たとえば、SQL 

Server に 1 つの既定インスタンスだけを配置することも、複数の名前付きインスタ

ンスを配置することもできます。高可用性 (HA) 環境では、構成がクラスターの一部

であったり、ログ配布やデータベース ミラーリングを使用している場合もありま

す。その他の構成オプションとしては、レプリケーションやフルテキスト インデッ

クスがあります。 

ここでは、そのような構成でのリレーショナル データベースのアップグレードにつ

いて説明します。ただし、クラスター、ログ配布、ミラーリング、レプリケーション

などの対象であるリレーショナル データベースや、フルテキスト インデックスが有

効になっているリレーショナル データベースをアップグレードする場合には、特別

な注意点があります。このような構成をアップグレードする方法の詳細については、

次のリソースを参照してください。 

 「データベース エンジンのアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb933942(v=sql.110).aspx) では、アップグレード プロセスの概要を

示し、アップグレード プロセスを開始する前に検討する必要がある詳細な事

項の多くを概説しています。 

 クラスター、ログ配布、ミラーリング、レプリケーションなどの高可用性 

(HA) 機能のアップグレードについては、「第 4 章 高可用性」を参照してくだ

さい。それぞれのテクノロジの詳細については、次のリソースを参照してくだ

さい。 

o クラスターのアップグレードの詳細については、「SQL Server フェー

ルオーバー クラスター インスタンスのアップグレード (セットアッ

プ)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms191295(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

o ログ配布のアップグレードの詳細については、「ログ配布について 

(SQL Server)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms187103(v=sql.110).aspx) を参照してください。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933942(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms191295(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms191295(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms191295(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms187103(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms187103(v=sql.110).aspx
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o ミラーリングのアップグレードの詳細については、「サーバー インス

タンスのアップグレード時に、ミラー化されたデータベースのダウンタ

イムを最小化する」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb677181(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

o レプリケーションのアップグレードの詳細については、「レプリケート

されたデータベースのアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143699(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

 SQL Server 2008/2008 R2 からのフルテキスト インデックスのアップグレード

については、「第 6 章 フルテキスト検索」を参照してください。SQL Server 

2005 からのアップグレードについては、SQL Server 2012 オンライン ブック

の「SQL Server 2005 からのフルテキスト検索のアップグレード」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms142490(v=sql.110).aspx) を参照し

てください。 

 SQL Server Express のアップグレードについては、「第 8 章 SQL Server 

Express」を参照してください。 

アップグレードの注意点 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 から SQL Server 2012 にアップグレードする場合に

は、あらかじめ次の注意点について検討しておく必要があります。 

 アップグレード プロセスの対象となるすべてのデータベースに有効なバック

アップがあることを確認します。バックアップの詳細については、「第 1 章 

アップグレードの計画と配置」を参照してください。 

 SQL Server 2012 にアップグレードできるのは、Service Pack 4 (SP4) 以降が適

用された SQL Server 2005 インスタンス、SQL Server 2008 SP2 インスタン

ス、および SQL Server 2008 R2 SP1 インスタンスのみです。アップグレード

できるバージョンとエディションの一覧については、「サポートされている

バージョンとエディションのアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

 データベースを SQL Server 2012 にアップグレードした場合に問題が発生する

ことを避けるために、現時点でのデータベースの互換性レベルが保持されます 

(互換性レベルが 110 であるシステム データベースを除く)。SQL Server 2005 

のデータベースをアップグレードした場合、最初の互換性レベルは 90 になり

ます。SQL Server 2008 または 2008 R2 からアップグレードした場合には、

データベースの最初の互換性レベルは 100 になります。アップグレードした

データベースの互換性レベルを 110 に変更する前に、その変更がアプリケー

ションに及ぼす影響を評価する必要があります。互換性レベルの設定の詳細に

ついては、「ALTER DATABASE 互換性レベル (Transact-SQL)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510680(v=sql.110).aspx) を参照し

てください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677181(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677181(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677181(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143699(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143699(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms142490(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510680(v=sql.110).aspx
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 従来のバージョンの SQL Server データベース エンジン インスタンスが複数存

在するサーバーでは、各インスタンスを個別にアップグレードする必要があり

ます。1 つのインスタンスをアップグレードしても、同じサーバー上の他のイ

ンスタンスはアップグレードされません。SQL Server 2012 の観点からは、複

数のインスタンスをいつでも任意の順番でアップグレードすることができま

す。 

 32 ビット エディションの SQL Server 2005/2008/2008 R2 を 64 ビット エディ

ションの SQL Server 2012 に直接インプレース アップグレードすることはでき

ません。ただし、従来の 32 ビット エディションのデータベースを 64 ビット 

エディションの SQL Server 2012 に復元またはアタッチすることはできます。そ

の場合、データベースは自動的にアップグレードされます。このプロセスの詳

細については、「第 1 章 アップグレードの計画と配置」を参照してください。 

注: SQL Server 2012 へのアップグレードでは、ツールのアップグレードに関して

いくつか重要な問題があります。SQL Server のツールをアップグレードする方法

の詳細については、「第 2 章 管理ツール」を参照してください。 

SQL Server 2012 へのインプレース アップグレードを実行する際には、オペレーティ

ング システムのサービス パックの更新や、その他のオペレーティング システム コ

ンポーネントのインストールまたはアップグレードが必要になる場合があるため、さ

まざまなハードウェア要件とソフトウェア要件を検討する必要があります。要件の一

覧については、SQL Server オンライン ブックの「SQL Server 2012 のインストールに

必要なハードウェアおよびソフトウェア」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

フルテキスト検索 

SQL Server 2008 のフルテキスト検索には、次に示すような多数の改良が加えられて

います。 

 ストップ リスト 

 類義語辞典の強化 

 新しいトラブルシューティング ツール 

 新しいワード ブレーカー ファミリ 

 インデックス作成のパフォーマンスの向上、クエリ実行およびクエリ並列処理

のパフォーマンスの向上 

SQL Server 2012 では、次の点が強化されました。 

 スケーラビリティの大幅な向上 

 CONTAINS と NEAR の機能強化 

 大規模データ セットに対するパフォーマンスの大幅な向上 

フルテキスト検索を SQL Server 2012 にアップグレードする方法については、「第 6 章 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
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フルテキスト検索」を参照してください。 

アップグレードできるバージョン 

従来の SQL Server 2005/2008/2008 R2 リレーショナル データベースを SQL Server 

2012 にアップグレードする場合には、複数のアップグレード パスがサポートされて

います。 

バージョン 

前に説明したように、SQL Server 2012 にアップグレードできるバージョンは次のと

おりです。 

 SQL Server 2005 SP4 以降 

 SQL Server 2008 SP2 以降 

 SQL Server 2008 R2 SP1 以降 

SQL Server 2012 RC0 を SQL Server 2012 にアップグレードすることもできます。

アップグレードできるバージョンの詳細については、この章の「アップグレードの注

意点」を参照してください。 

コンポーネント 

SQL Server エージェントなどのデータベース エンジン コンポーネントは、SQL 

Server 2012 にアップグレードできます。また、管理ツール、フルテキスト検索、

Analysis Services、Reporting Services の各コンポーネントもアップグレードできま

す。詳細については、以下の章をそれぞれ参照してください。 

 第 2 章 管理ツール 

 第 6 章 フルテキスト検索 

 第 16 章 Analysis Services 

 第 18 章 Reporting Services 

エディション 

アップグレードする SQL Server のエディションに応じて、複数のインプレース アッ

プグレード パスが用意されています。一般的には、現在のエディション以降のエ

ディションにアップグレードできます。たとえば、SQL Server 2005 Standard から

は、SQL Server 2012 Standard、Enterprise、または Business Intelligence Edition に

アップグレードできます。 

エディションをインプレース アップグレードする場合は、プロセッサ アーキテク

チャの種類を変えないようにする必要があります。32 ビット エディションから 64 

ビット エディションへのアップグレード、X64 から IA-64 へのアップグレード、また

はその逆方向へのアップグレードはサポートされません。別のプロセッサ アーキテク

チャにアップグレードする必要がある場合は、サイド バイ サイド アップグレードを

実行する必要があります。アップグレード パスの一覧については、「サポートされて

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
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いるバージョンとエディションのアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

SQL Server 2012 は Windows 2003 以前のオペレーティング システムではサポートさ

れていないことにも注意してください。サポートされるオペレーティング システム

の一覧については、SQL Server オンライン ブックの「SQL Server 2012 のインストー

ルに必要なハードウェアおよびソフトウェア」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

言語間サポート 

SQL Server 2012 では、ローカライズが幅広くサポートされています。英語 (米国) 版

の SQL Server 2012 は、サポート対象のオペレーティング システムのすべてのロー

カライズ版でサポートされます。ローカライズ版の SQL Server 2005/2008/2008 R2 

を実行している場合、アップグレード後のインスタンスとオペレーティング システ

ムの言語が元の SQL Server インスタンスと同じであれば、SQL Server 2012 へのイン

プレース アップグレードを実行できます。Multilingual User Interface Pack (MUI) を

使用し、次のオペレーティング システム設定がインストールする SQL Server の言語

と一致していることを確認した場合は、サポート対象オペレーティング システムの

英語版でローカライズ版の SQL Server 2012 インスタンスを実行できます。 

 オペレーティング システムのユーザー インターフェイス設定 

 オペレーティング システムのユーザー ロケール設定 

 システム ロケール設定 

言語間サポートの詳細については、「サポートされているバージョンとエディション

のアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx) 

を参照してください。 

アップグレードできないバージョン 

従来の SQL Server 2005/2008/2008 R2 リレーショナル データベースを SQL Server 

2012 にアップグレードする場合、一部のアップグレード パスは許可されていませ

ん。 

バージョン 

SQL Server 2000 以前のバージョンを直接 SQL Server 2012 にアップグレードするこ

とはできませんが、このようなデータベースを間接的にアップグレードする方法が用

意されています。インプレース アップグレードでは、SQL Server 2000 のインスタン

スを SQL Server 2005/2008/2008 R2 にアップグレードした後で、SQL Server 2012 に

アップグレードできます。 

SP4 より前のサービス パックが適用された SQL Server 2005 のインスタンスは、イン

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
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プレース アップグレードできません。ただし、サイド バイ サイド アップグレード 

モデルを使用することで、SQL Server 2005 のデータベースを個別にアップグレード

することはできます (SQL Server 2005 が RTM レベルの場合でもアップグレードでき

ます)。 

コンポーネント 

一部のコンポーネントは SQL Server 2012 で非推奨とされるか、削除されました。た

とえば、Notification Services は SQL Server 2008 R2 で削除されたため、SQL Server 

2012 でも使用できません。さらに、データ変換サービス (DTS) は SQL Server 

Integration Services (SSIS) に置き換えられました。DTS と SSIS の詳細については、

「第 17 章 Integration Services」を参照してください。 

評価版 

Microsoft では、できる限り多くのインプレース アップグレード パスをサポートす

るように努めていますが、SQL Server 2005/2008/2008 R2 の評価版を SQL Server 

2012 にアップグレードすることはできません。詳細については、「サポートされて

いるバージョンとエディションのアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

プラットフォーム 

インプレース アップグレードを実行する際には、同じ種類のプロセッサ アーキテク

チャにアップグレードする必要があります。たとえば、インプレース アップグレー

ドで 32 ビット エディションの SQL Server 2005 を 64 ビット エディションにアップ

グレードすることはできません。ただし、サイド バイ サイド アップグレードを使用

することで、別のプロセッサ アーキテクチャにアップグレードすることはできま

す。 

言語間サポート 

ローカライズ版の SQL Server を別のローカライズ版にアップグレードすることは、

サポートされていません。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「サポートされているバージョンとエディションのアップグレード」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

アップグレードに関するその他の制限事項 

インプレース アップグレードを実行する場合は、機能を追加したり、構成を変更し

たりできないことに注意してください。機能の追加や構成の変更が必要な場合は、

アップグレード後に実行する必要があります。また、インプレース アップグレード

を実行する場合は、インスタンス全体をアップグレードする必要があります。インス

タンス内の 1 つのデータベースのみをアップグレードして、その他を前のレベルの

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
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まま残すことはできません。たとえば、1 つのデータベースのみをアップグレードす

るには、サイド バイ サイド アップグレードを実行する必要があります。この方法を

使用すると、以前のインスタンスをそのまま残した状態で、以前のインスタンスの

データベースを新しいインスタンスにコピーまたは復元することができます。 
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インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグ

レード 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 のインスタンスを SQL Server 2012 にアップグレード

する場合、インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードのど

ちらかを実行できます。インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップ

グレードの計画と配置については、「第 1 章 アップグレードの計画と配置」を参照

してください。 

インプレース アップグレード 

インプレース アップグレードは、すべてのシステム データベースとユーザー データ

ベース、および設定が自動的にアップグレードされるため、最も短い時間で実行で

き、最も簡単なアップグレード方法です。また、クライアント アプリケーションを

更新しなくても、リレーショナル データベース エンジンの新しいインスタンスに接

続することができます。ただし、インプレース アップグレードは、アップグレード

するかしないかの二者択一的な方法です。万が一、リレーショナル データベース エ

ンジンのインプレース アップグレードが失敗した場合は、SQL Server 

2005/2008/2008 R2 に簡単にロールバックすることができません。 

アップグレードが失敗した場合は、次の手順を実行する必要があります。 

1. インストール メディアから修復オプションを実行し、破損したインスタンス

の修復を試みます。修復できない場合は、手順 2. に進みます。 

2. 失敗したアップグレードで作成された、破損した SQL Server 2012 インスタン

スをアンインストールします。 

3. サーバーを再起動します。 

4. 以前のバージョンの SQL Server (SQL Server 2005/2008/2008 R2) を再インス

トールします。 

5. 従来のバージョンの SQL Server インスタンスに、必要な SQL Server サービス 

パックをすべて再インストールします。 

6. データベースのバックアップからシステム データベースとユーザー データ

ベースを復元します。 

7. アップグレードの失敗の原因となった問題を確認し、それを解決してから、

アップグレード プロセスを再試行します。 

インプレース アップグレードをロールバックする場合は、ダウンタイムが発生する

ことに注意してください。 

サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイド アップグレードの場合、SQL Server 2012 リレーショナル データ

ベース エンジンは 2 番目のインスタンスとしてインストールされ、元の SQL Server 

2005/2008/2008 R2 リレーショナル データベース エンジンはそのまま残されます。

その後で、従来のユーザー データベースを SQL Server 2012 のインスタンスに移動

またはコピーします (移動されたデータベースは自動的にアップグレードされます)。 
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サイド バイ サイド アップグレードのプロセス中、新しい SQL Server 2012 インスタ

ンスが構築されている間も、ユーザーは従来の SQL Server リレーショナル データ

ベース エンジンおよびそのデータベースに引き続きアクセスできます (これはアップ

グレード プロセスの影響を受けません)。新しいインスタンスに切り替える準備がで

きたら、ユーザーは従来のインスタンスの動作を停止し、新しい SQL Server 2012 イ

ンスタンスにデータベースを転送する必要があります。そうしなければ、データが失

われる可能性があります。サイド バイ サイド アップグレードが完了した後は、SQL 

Server 2012 リレーショナル データベース エンジンと従来の SQL Server リレーショ

ナル データベース エンジンが共存します。SQL Server 2012 リレーショナル データ

ベース エンジンが正しく動作することを確認した後で、アプリケーションに新しい

サーバーへのアクセスを許可します。SQL Server 2012 リレーショナル データベース 

エンジンの運用を開始したら、古いサーバーから SQL Server 2005/2008/2008 R2 を

アンインストールできます。単純に、サーバーの使用を停止してもかまいません (た

とえば、ネットワークから切り離してオペレーティング システムを再構築します)。 

サイド バイ サイド アップグレードでは、インプレース アップグレードよりも作業

量が大幅に増える可能性があります。インプレース アップグレードの場合は、SQL 

Server 2012 のセットアップ時に、新しい SQL Server 2012 インスタンスの名前が従

来のインスタンスと同じであることが確認され、サーバー構成とサーバー オブジェ

クト (ログイン、SQL Server エージェント ジョブなど) が自動的に保持されます。サ

イド バイ サイド アップグレードでは、ユーザー自身がこのような作業を手動で実行

するか、スクリプトを作成して実行する必要があります。 

サイド バイ サイド アップグレードを実行する場合には、SQL Server 2012 リレー

ショナル データベース エンジンを同じサーバー上に新しい名前付きインスタンスと

してインストールするか、新しいサーバー上に既定のインスタンスまたは名前付きイ

ンスタンスとしてインストールします。 

警告: SQL Server 2012 にアップグレードされたリレーショナル データベースは、

従来のバージョンの SQL Server に復元またはアタッチすることはできません。

SQL Server 2012 インスタンスからデータを抽出し、従来のインスタンスにイン

ポートすることはできます。いずれにせよ、インプレース アップグレードが失敗

した場合に (ディスクの破損などの永続的な問題が原因の場合もあります) データ

を取得できるように、元のデータベースの検証済みバックアップを用意しておく

必要があります。 

サイド バイ サイド アップグレードでは、新しいリレーショナル データベース環境

に切り替える準備が完了するまで、既存のリレーショナル データベース環境を使用

し続けることができます。この手法を使用することで、問題が発生した場合に、すぐ

に以前のインスタンスにロールバックすることができます。サイド バイ サイド アッ

プグレードでは新旧両方のバージョンを同時に使用できるため、テスト シナリオも

簡略化できます。 
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ただし、サイド バイ サイド アップグレードでは、すべてのサーバー オブジェクト

を新しいインスタンスに転送したり、クライアントを新しいインスタンスにリダイレ

クトしたりするために追加の作業が必要となるため、インプレース アップグレード

に比べると複雑で時間もかかります。また、サイド バイ サイド アップグレードで

は、システム データベースがアップグレードされません。データベース コピー ウィ

ザードを利用して一部のシステム オブジェクトを移動することはできますが、一般

的にシステム データベース内のほとんどのデータベース オブジェクト (サーバー ロ

グイン、ジョブ、警告、メンテナンス プラン、ユーザー定義のエラー メッセージ、

DTS パッケージなど) は別途移動するか、手動で再作成する必要があります。詳細に

ついては、「データベース コピー ウィザードの使用」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188664(v=sql.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

重要: SQL Server 2012 インスタンスのアップグレード済みデータベースのテスト

中に、従来の SQL Server 2005/2008/2008 R2 インスタンスのデータを更新する

と、データベースの同期が維持されなくなります。従来のデータベースに加えら

れた変更は、アップグレード済みデータベースに反映されません。SQL Server 

2012 インスタンスのデータを更新するには、データ ファイルのデタッチとア

タッチ、トランザクション ログのバックアップと復元、トランザクション レプ

リケーションなど、特定の種類のデータ転送を使用して、従来の SQL Server イン

スタンスの新しいデータを反映する必要があります。これについては、この章で

後ほど説明します。 

注: SQL Server 2012 リレーショナル データベース エンジンの新しいインスタンス

をインストールした後で、このインスタンスに 1 つ以上のユーザー データベース

を移動する場合、新しいインストールでは既定で SQL Server 2005/2008/2008 R2 

リレーショナル データベースの次の機能が無効になることに注意してください。 

 アドホック分散クエリ 

 SQL Mail 

 名前付きパイプ 

 xp_cmdshell 

これらの機能の一部またはすべてを有効にするには、SQL Server Management 

Studio (SSMS) でサーバー プロパティを構成するか、sp_configure ストアド プロシー

ジャを使用します。 

重要: SQL Server 2012 にアップグレードした後は、アップグレード済みデータベー

スで必ず sp_updatestats を実行してください。それによって、SQL Server 2012 の

強化された統計機能が最適な方法で使用されるようになります。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188664(v=sql.110).aspx
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サイド バイ サイド アップグレードによって SQL Server 2012 リレーショナル データ

ベース エンジンにアップグレードする場合、以下のような方法を選択して使用でき

ます。 

 バックアップと復元 

 デタッチとアタッチ 

 手動でのスキーマ再構築とデータのエクスポートおよびインポート 

 ログ配布 

 データベース コピー ウィザード 

それぞれの方法について、詳しく説明します。 

バックアップと復元 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 のリレーショナル データベースは、データベース 

バックアップを実行してから、それを SQL Server 2012 インスタンスに復元すること

で、アップグレードできます。データベース バックアップを作成するには、SSMS 

を使用するか、T-SQL (Transact-SQL) スクリプトまたは PowerShell スクリプトを実

行します。次に SSMS または T-SQL スクリプトを使用して、このデータベースの

バックアップを SQL Server 2012 インスタンス上に復元します。データベースのメタ

データは復元の際に自動的にアップグレードされます。その後で、互換性レベルを 

SQL Server 2012 のレベルである 110 に変更できます。 

この方法によるサイド バイ サイド アップグレードでは、新しい SQL Server インス

タンスのアップグレード済みデータベースに切り替える準備が完了するまで、従来の 

SQL Server リレーショナル データベースをオンラインに保ち、ユーザーが使用でき

る状態を維持することができます。切り替える前に、アップグレード後の互換性と機

能性に関するテストを実行し (この章で説明します)、アプリケーションのために必要

な変更 (接続文字列の変更、データベース エンジンのアップグレードのために必要な

変更、T-SQL の変更など) を実行しておきます。 

バックアップと復元による方法を使用する利点は、データベース バックアップ プロ

セスで実際のデータのみがキャプチャされ、未使用の予約済みデータベース領域は

キャプチャされないため、通常はデータベース バックアップのサイズが元のデータ

ベース ファイルよりも小さくなることです。また、トランザクション ログは全体が

バックアップされず、末尾のみがバックアップされます。これによりファイル サイ

ズが削減されるため、通常、ネットワーク経由でのファイル転送が元のデータ ファ

イルとログ ファイルを転送する場合よりも高速化されます。さらに、サード パー

ティのユーティリティを使用してバックアップを圧縮してから、ネットワーク経由で

転送することもできます。 

バックアップと復元による方法の短所の 1 つは、バックアップを他のストレージに

オフラインで格納する代わりにローカル ディスクに格納する場合、復元先の SQL 

Server に、元のデータベース ファイルに加えてバックアップ ファイルを格納するた

めのディスク領域が必要になることです。 
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ダウンタイムを最小限に抑えるには、データベースを完全復旧モードにした後で 2 回

目のバックアップを作成し、復元することを検討します。その場合、NORECOVERY 

オプションを指定して SQL Server 2012 インスタンスにデータベースを復元できま

す。完全復旧モードであるため、すべてのバックアップと復元を実行している間も、

ユーザーは引き続き元のデータベースを変更することができます。最終的な切り替え

の準備ができたら、従来のデータベースのすべての処理を停止し、従来の SQL 

Server 2005/2008/2008 R2 インスタンスのトランザクション ログをバックアップし

た後、WITH RECOVERY を使用して SQL Server 2012 インスタンス上にトランザク

ション ログを復元します。テストを実行して承認を受けたら、新しいインスタンス

を更新することができます。 

デタッチとアタッチ 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 データベースのアップグレードは、データベースを現

在のインスタンスからデタッチし、基になるデータ ファイルおよびログ ファイルを

移動またはコピーした後、そのデータ ファイルおよびログ ファイルを SQL Server 

2012 リレーショナル データベース インスタンスに再アタッチすることでも実行でき

ます。データベースはアタッチの際に自動的にアップグレードされます。データ 

ファイルとログ ファイルをコピーする場合は、既存の SQL Server インスタンスに元

のデータ ファイルとログ ファイルを再アタッチすることで、移動するデータベース

の可用性への影響を最小限に抑えることができます。デタッチとアタッチによるアッ

プグレード方法には、アップグレード後に互換性と機能性のテストを実行したり、必

要なアプリケーションの変更 (接続文字列の変更、データベース エンジンのアップグ

レードに必要な変更、T-SQL の変更など) を実行したりして切り替えの準備が完了す

るまで、現在のデータベースを継続して利用できるという安全上の利点があります。 

注: 多くの SQL Server データベースでは、データ ファイルとトランザクション ロ

グ ファイルに大量の未使用領域が予約されている場合があります。これは、デー

タの追加時にデータ ファイルを拡張する頻度を最小限に抑えるための設計です。

ただし、どのバージョンの SQL Server データベースでも、デタッチして別の場所

にコピーまたは移動してから再アタッチする場合、目的のデータだけでなくこの

空白領域も移動することになります。これによって、アップグレード プロセスの

実行に要する時間が増加します。 

重要: サイド バイ サイド アップグレードで、SQL Server 2012 インスタンスの

アップグレード済みデータベースのテスト中に SQL Server 2005/2008/2008 R2 イ

ンスタンスのデータを更新することを許可した場合、データベースの同期が維持

されなくなります。従来のデータベースに加えられた変更は、アップグレード済

みデータベースに反映されません (これは、デタッチとアタッチによる方法だけ

でなく、「サイド バイ サイド アップグレード」セクションで説明する他の方法

でも同じです)。SQL Server 2012 に切り替える準備ができたら、データベースの

デタッチとアタッチによるアップグレードを再度実行する必要があります。他の
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アップグレード方法と同様に、アップグレードするデータベースの信頼性の高い

バックアップ コピーが作成されていることを確認します。万が一、このプロセス

でデータ ファイルが破損した場合も、このバックアップから復元できます。 

インスタンス上の非常に大規模なデータベース (VLDB) を同じサーバーの別のインス

タンスに移動する際に、基になるデータ ファイルとログ ファイルをコピーするので

はなく再利用する場合には、デタッチとアタッチによる方法を使用すると、必要な

ディスク領域が他のアップグレード方法よりも少なくなるという利点があります。

SAN ディスク構成を使用するシステムでは、従来の SQL Server インスタンスの SAN 

ボリュームをデタッチして、それを SQL Server 2012 のインスタンスに提示すること

ができます。この方法を使用すると、ディスク領域を節約できるほか、データベース

管理者 (DBA) がネットワーク経由でデータベース ファイルを移動しなくて済む場合

もあります。ただし、リレーショナル データベースのアップグレードが何らかの理

由で失敗した場合は、ロールバックすることができなくなります。 

SAN ディスク構成でのアップグレードには、元の SQL Server リレーショナル データ

ベースをオンラインにしたままディスク ボリュームを複製し、その複製を別のディ

スク アレイ上に再作成してから、それを SQL Server 2012 のリレーショナル データ

ベース インスタンスにアタッチするという方法もあります。SAN ディスク構成を管

理するデータベース管理者 (DBA) は、ディスク エンジニアと相談しながら、ネット

ワーク経由のコピーや元ファイルのアタッチをなるべく行わずにデータベース ファ

イルを移動できる方法を検討する必要があります。 

注意: リレーショナル データベース ファイルは、後でロールバックできるよう

に、コピーを作成してから (またはバックアップを実行してから) 新しいリレー

ショナル データベース インスタンスにアタッチしてください。リレーショナル 

データベース ファイルを SQL Server 2012 にアタッチした後で、以前のバージョ

ンの SQL Server リレーショナル データベース エンジンに再アタッチすることは

できません。 

手動でのスキーマ再構築とデータのエクスポート/インポート 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 データベースのサイド バイ サイド アップグレードを

実行するもう 1 つの方法は、SSMS でそのデータベースのデータベース作成スクリプ

トを生成し、アップグレード先の SQL Server 2012 インスタンスでそのスクリプトを

実行するというものです。その後、データベース間でデータをコピーするための任意

の手段 (T-SQL スクリプト、DTS パッケージ、SSIS パッケージ、BCP コマンドなど) 

を使用して、元のリレーショナル データベースのデータを新しいリレーショナル 

データベースに手動でコピーすることができます。 

これはほぼ手動のプロセスであり、これまでに説明したサイド バイ サイド アップグ

レードの方法と比較しても利点に乏しいため、リレーショナル データベースのアッ

プグレードにこの方法が選択されることはほとんどありません。ただし、この方法で

は現在のリレーショナル データベースのオンライン状態が維持されるだけでなく、

深夜や週末などの都合の良い時間帯にアップグレードのスケジュールを設定すること



117 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

ができます。また、このアップグレード方法を使用すると、アップグレード プロセ

ス中にデータベース スキーマを変更したり、データベースのデータをクリーンアッ

プしたり、アップグレード先データベースに移動するデータにフィルター処理を適用

したりできます。 

ログ配布 

ログ配布を使用すると、ダウンタイムを最小限に抑え、リレーショナル データベー

スのサイド バイ サイド アップグレードを容易にすることができます。インスタンス

上の従来のデータベースから SQL Server 2012 上の対象データベースにログを配布し

た後、アップグレードの最終段階でログ配布のフェールオーバーを実行できます。こ

の方法の詳細については、「第 4 章 高可用性」の新しいハードウェアとサイド バイ 

サイド アップグレードの方法に関する説明を参照してください。 

データベース コピー ウィザード 

データベース コピー ウィザードを使用して SQL Server 2005/2008/2008 R2 のデータ

ベースをアップグレードできます。このウィザードでは 2 種類のアップグレード方

法がサポートされます。1 つはデタッチとアタッチによる方法、もう 1 つは SQL 

Server 管理オブジェクト (SMO) を使用した方法です。 

 デタッチとアタッチ。この方法は、これまでに説明したデタッチとアタッチに

よるアップグレード方法と同じです。この方法では、基になるリレーショナル 

データベース ファイルをデタッチした後、移動またはコピーします。デタッ

チされたファイルは、コピー後に (または、移動が失敗した後でも必要に応じ

て) 自動的に再アタッチされます。 

 SMO。この方法の概念は、前に説明した手動でのスキーマ再構築とデータの

エクスポート/インポートによるアップグレード方法と類似しています。アッ

プグレードするリレーショナル データベースをオフラインにせず、SMO を使

用してそのデータベース内の各データベース オブジェクトの定義を読み取

り、アップグレード先のデータベース内に各オブジェクトを再作成します。次

に、SSIS パッケージを作成して実行することで、新しく作成されたテーブル

に従来のテーブルのデータを転送し、インデックスとメタデータを再作成しま

す。 

データベース コピー ウィザードの各方法を使用することで、アップグレード プロセ

スを自動化し、都合の良い時間帯に実行するようスケジュールを設定できます。各方

法では、以下のオブジェクトの種類を 1 つ以上選択してアップグレードすることも

できます。 

 ログイン 

 master データベース内のユーザー ストアド プロシージャ 

 SQL Server エージェント ジョブ 
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データベース コピー ウィザードによる方法では、拡張ストアド プロシージャ、警

告、DTS パッケージ、リンク サーバーの構成はコピーできません。それらは手動で

移動する必要があります。 

アップグレードに伴う潜在的な問題の特定と評価 

リレーショナル データベースのアップグレードにインプレース アップグレードとサ

イド バイ サイド アップグレードのどちらを選択した場合でも、アップグレード中に

は多くの問題が発生する可能性があります。アップグレードの前に Microsoft SQL 

Server 2012 Upgrade Advisor を実行することで、発生する可能性のあるさまざまな

問題を示すレポートを生成できます。このツールは、「Microsoft SQL Server 2012 

Feature Pack」(http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065) で

ダウンロードできます。アップグレード アドバイザーを実行する場合、アップグ

レードするすべての SQL Server 2005/2008/2008 R2 データベースを分析する必要が

あります。このツールをインストールして実行する方法については、「第 1 章 アッ

プグレードの計画と配置」を参照してください。ただし、問題のカテゴリによって

は、アップグレード アドバイザーで検出できなかったり、誤検出が大量に生じたり

する場合もあります。 

非推奨の機能や廃止された機能、アップグレードの障害となる可能性がある変更、修

正が必要になる可能性がある動作の変更など、SQL Server 2012 のアップグレードに

関する最重要の問題は、アップグレード アドバイザーで検出されるかどうかに関係

なく確認しておく必要があります。旧バージョンとの互換性に関する問題の一覧につ

いては、「旧バージョンとの互換性」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc280407(v=sql.110).aspx) を参照してください。データベース エンジンの

アップグレードに関してアップグレード アドバイザーで検出される問題の一覧につ

いては、SQL Server 2012 Upgrade Advisor のヘルプで「データベース エンジンの

アップグレードに関する問題」を参照してください。 

非推奨機能 

SQL Server 2012 には、次のバージョンの SQL Server で削除される予定の機能がいく

つかあります。アップグレードの完了後に、既存のアプリケーションでその機能を使

用している部分を削除し、新しい開発作業ではその機能を使用しないようにする必要

があります。SQL Server 2012 リレーショナル エンジンの非推奨機能の詳細について

は、「SQL Server 2012 の非推奨 SQL Server 機能」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc707789(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

廃止された機能 

以前のバージョンの SQL Server データベース エンジンでサポートされていた機能のう

ちいくつかは、SQL Server 2012 ではサポートされなくなったため、それぞれ代わりの

機能を使用する必要があります。主な廃止された機能と、それらの代わりに推奨され

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc280407(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707789(v=sql.110).aspx
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る機能については、「SQL Server 2012 で廃止されたデータベース エンジンの機能」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 で廃止された機能の一覧については、SQL Server オ

ンライン ブックの以下のトピックを参照してください。 

 SQL Server 2005 で廃止されたデータベース エンジンの機能 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.90).aspx) 

 SQL Server 2008 で廃止されたデータベース エンジンの機能 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.100).aspx) 

 SQL Server 2008 R2 で廃止されたデータベース エンジンの機能 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.105).aspx) 

重大な変更 

一部の設定内容が原因で、SQL Server 2012 のセットアップ プログラムがデータベー

ス エンジンのアップグレード プロセスを開始できない場合があります。そのような

問題が発生した場合は、アップグレード プロセスが停止し、元のシステムがそのま

ま残ります。アップグレード アドバイザーでは、表 1 に示す問題を検出できます。 

表 1: アップグレードの妨げになる問題 

問題 修正措置 

データベースに sys というユーザー名が存在す

る。SQL Server 2012 では、データベース内で 

sys というユーザー名を使用できません。 

別の名前で新しいユーザーを作成し、すべての

データベース オブジェクトの所有権をその新し

いユーザーに移行した後、データベースから

ユーザー sys を削除します。 

重複するログイン SID。SQL Server 2012 では、

SQL Server 認証に使用するログイン SID の重複

は許可されません。 

元のシステム上で重複する SQL Server ログイ

ンを削除し、再作成します。 

固定サーバー ロール名と一致するログイン名。

SQL Server 2012 では、ログイン名が固定サーバー 

ロール名と一致することは許可されません。 

元のシステム上でログイン名を変更します。 

データベース ID 32767。SQL Server 2012 では、

32767 というデータベース ID は許可されませ

ん。 

そのデータベースをデタッチした後で再アタッ

チし、新しいデータベース ID が取得されたこ

とを確認します。 

重複するインデックス名。SQL Server 2012 で

は、テーブル内でインデックス名が重複すること

は許可されません。 

それぞれのテーブル内ですべてのインデックス

が一意になるように、インデックス名を変更し

ます。 

 

サイド バイ サイド アップグレードを実行する場合は、元のシステムの "sys という

ユーザー名" と "重複するインデックス名" の問題点についてのみ修正します。SQL 

Server 2012 には、データベース ID 32767 の使用、重複するログイン SID、固定サー

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.90).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.100).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.105).aspx
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バー ロール名と一致するログイン名などの設定を適用できません。 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 のデータベースを SQL Server 2012 にアップグレード

する際に障害となる問題は他にもあります。アップグレードを開始する前にこのよう

な問題を解決しておかなければ、アップグレードが失敗します。表 2 に、このよう

な問題のうち頻出する可能性がある問題と、推奨される修正措置を示します。 

表 2: アップグレード プロセスを開始する前に解決しておく問題点 

問題 修正措置 

圧縮ドライブ。SQL Server 2012 では、圧縮ドラ

イブにリレーショナル データベースを作成でき

ません。圧縮ドライブ上に存在するリレーショ

ナル データベースをアップグレードすることも

できません。 

アップグレードするリレーショナル データベー

スが圧縮ドライブ上に存在しない、または圧縮

ドライブ上に作成されないことを確認します。

アップグレードの完了後に、圧縮ドライブに読

み取り専用のリレーショナル データベースと

ファイルを再度配置できます。 

読み取り専用ファイル グループ。SQL Server で

は書き込み可能でないファイルをアップグレー

ドできないため、リレーショナル データベース

内の READ_ONLY に設定されたファイル グルー

プはアップグレードされません。 

アップグレードする予定のリレーショナル デー

タベースのすべてのファイル グループを 

READ_WRITE に設定します。 

ディスク領域。アップグレードの際にはデータ 

ファイル用に必要な領域が増加します。これ

は、システム メタデータが増加することと 

(ラージ オブジェクト列では 1 列につき 40 バイ

トが必要)、各フルテキスト インデックス付き

テーブルに対するフルテキスト マッピング テー

ブル用の領域がファイル システム内ではなく

データ ファイル内に必要になることが原因で

す。 

セットアップの際に、各ユーザー データベース

が自動拡張に設定されていること、および各

ユーザー データベースの PRIMARY ファイル グ

ループに十分なディスク領域があることを確認

します。ディスク領域が不足した場合には、

アップグレードが失敗します。 

名前付きパイプの名前。アップグレード中、

セットアップ プログラムは共有メモリ サポート

を使用して SQL Server 2012 リレーショナル 

データベース エンジンを起動します。共有メモ

リ サポートは、ローカル接続のみを受け入れる

名前付きパイプです。サーバーで指定されるパ

イプ名は、空の場合以外、常に 「¥¥.¥pipe¥」 

で始まる必要があります。 

パイプ名が有効でない場合は、有効な名前に変

更します。 

サービス アカウント。SQL Server が Windows 

Server 2003 ドメイン コントローラー上で実行さ

れている場合、SQL Server サービスを Local 

Service アカウントまたは Network Service アカウ

ントを使用して実行することは禁じられていま

す。 

サービス アカウントを Local System、ローカル 

ユーザー アカウント、ドメイン ユーザー アカ

ウントのいずれかに変更します。 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 での重大な変更の詳細については、次の Web ページ

を参照してください。 
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 SQL Server 2005 におけるデータベース エンジン機能の重大な変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.90).aspx) 

 SQL Server 2008 におけるデータベース エンジン機能の重大な変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.100).aspx) 

 SQL Server 2008 R2 におけるデータベース エンジン機能の重大な変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.105).aspx) 

動作の変更 

SQL Server 2012 で変更された一部の動作については、アップグレードの完了後に修

正措置が必要となる場合があります。詳細については、「SQL Server 2012 における

データベース エンジン機能の動作の変更」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

重要: SQL Server 2012 は、旧バージョンとの互換性を重視して開発されました。

そのため、ほとんどの場合、アプリケーションはアップグレード前と同様に動作

します。 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 での動作の変更の詳細については、次のトピックを参

照してください。 

 SQL Server 2005 におけるデータベース エンジン機能の動作の変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.90).aspx) 

 SQL Server 2008 におけるデータベース エンジン機能の動作の変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.100).aspx) 

 SQL Server 2008 R2 におけるデータベース エンジン機能の動作の変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.105).aspx) 

アップグレードのための準備 

リレーショナル データベースのアップグレードを開始する前には、アップグレード

の種類に関係なく、アップグレードとその後のロールバックの準備としていくつかの

手順を実行する必要があります。ここでは、まずインプレース アップグレードでの

準備の手順について説明し、次にサイド バイ サイド アップグレードでの準備の手順

を説明します。 

重要: 重要なデータベースについては、実際のアップグレードを実行してオンラ

イン アプリケーションに適用する前に、サイド バイ サイド アップグレードをテ

スト実行して、各種のアプリケーション テストを実施できるようにすることをお

勧めします。それによって、検証用のテスト環境でアプリケーション環境に必要

な変更を加えることができます。テスト アップグレードを実行しておくと、不必

要に以前のバージョンにロールバックすることを避けられます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.90).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.100).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.90).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.100).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.105).aspx
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インプレース アップグレードのための準備 

リレーショナル データベース エンジンのインスタンスとそのデータベースに対し

て、インプレース アップグレードの準備を行うには、次の手順を実行します。 

1. 「SQL Server 2012 のインストールに必要なハードウェアおよびソフトウェ

ア」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506.aspx) を参照して、

SQL Server 2012 のハードウェア要件とソフトウェア要件が満たされているこ

とを確認します。この要件が満たされていないと、SQL Server セットアップ 

プログラムのシステム構成チェッカー (SCC) でエラーとして検出され、セット

アップを続行できなくなります。 

2. 次の一連の図に示すように、SQL Server 2012 Upgrade Advisor を実行して、

既存の SQL Server 2005/2008/2008 R2 リレーショナル エンジン コンポーネン

トを分析します。 

a. 最初に、分析するサーバーの名前を指定します。さらに、ここでは SQL 

Server コンポーネントを選択します (図 1)。他のコンポーネントの互換性

を確認する場合は、そのコンポーネントも選択します。 

  

図 1: SQL Server 2012 Upgrade Advisor を使用して分析するコンポーネン

トの選択 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506.aspx
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b. 次に、分析するインスタンスの名前を選択します。この例では、インスタ

ンス名は MSSQLSERVER です (図 2)。この手順では、分析を実行するため

の認証の種類と資格情報も指定します。 

  

図 2: 分析する SQL Server インスタンスの選択 

c. アップグレード アドバイザーでその次に表示されるウィンドウを図 3 に示

します。ここでは、分析するデータベースを 1 つまたは複数選択します。

また、指定されたトレース ファイルと SQL バッチ ファイルを分析するこ

とで、SQL Server 2012 に適切に移植できない可能性がある T-SQL コード

を特定できます。 
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図 3: 分析する SQL Server 2005/2008/2008 R2 データベースの選択 

d. アップグレード アドバイザーによる分析が完了したら、生成されたレポー

トを確認します。図 4 に、アップグレードの問題に関するレポートの例を

示します。このレポートの項目は、アップグレードを開始する前に解決し

ておく必要がありますが、一部の項目はアップグレード後に解決します。

セットアップ前の問題がすべて解決され、セットアップ後の問題の対処予

定がすべて決まっていることを確認します。 
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図 4: アップグレード アドバイザーの分析結果の確認 

3. 必要に応じてアップグレードをロールバックできるように、すべてのシステム 

データベースとユーザー データベースをバックアップします。 

4. すべてのデータベースに対して DBCC CHECKDB を実行し、一貫性が維持され

ていることを確認します。 

5. システム データベースに自動拡張を構成し、十分なハード ディスク容量があ

ることを確認します。システム データベース スキーマが変更されるため、

SQL Server 2012 のシステム データベース向けのディスク領域を増やす必要が

あります。自動拡張はアップグレードの完了後に無効にしてもかまいません。 

6. 各ユーザー データベースが自動拡張に設定されていること、各ユーザー デー

タベースの PRIMARY ファイル グループに十分なディスク領域があることを確

認します。SQL Server 2012 をインストールするときに PRIMARY ファイル グ

ループに必要な追加領域を確保するために、ディスク領域を増やす必要があり

ます。自動拡張はアップグレードの完了後に無効にしてもかまいません。 

7. 各ユーザー データベースのログ ファイルが自動拡張に設定されていること

と、ディスク領域に十分な余裕があることを確認します。ユーザー データ

ベースのトランザクション ログ ファイル用に、追加領域が必要になります。

アプリケーションまたはデータベースのメンテナンス プランで自動拡張を無

効にする必要がある場合は、アップグレード完了後に無効にすることができま



127 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

す。 

8. SQL Server 2012 にアップグレードする前に、各データベースに対する 

AUTO_UPDATE_STATISTICS オプションを ON に設定します (または、アップグ

レードが完了した後、最初のクエリで古い統計がヒットする前に UPDATE 

STATISTICS を実行します)。AUTO_UPDATE_STATISTICS オプションを ON に設

定することにより、すべての統計は初めて参照された時点で更新されます。 

9. スタートアップ プロシージャはアップグレード プロセスをブロックする可能

性があるため、すべて無効にします。アップグレードの完了後に、無効にした

スタートアップ プロシージャを再度有効にすることができます。 

10. SQL Server 2012 にアップグレードする前に、すべてのトレース フラグを無効

にします。SQL Server 2005/2008/2008 R2 の一部のトレース フラグは、SQL 

Server 2012 に存在しない場合や、SQL Server 2012 では別の機能が割り当てら

れている場合があります。トレース フラグを使用する場合は、アップグレー

ド後、以前に使用していたトレース フラグを有効にする前に、各トレース フ

ラグの機能が変更されていないことを確認する必要があります。 

11. システムで SQL Server レプリケーションを使用している場合は、レプリケー

ションを停止し、レプリケーション ログが空であることを確認します。 

12. アップグレードの所要時間を短縮するために、msdb データベースのバック

アップ履歴テーブルを縮小します (バックアップ履歴テーブルが非常に大きい

場合、アップグレード プロセスの速度が低下する場合があります)。 

13. SQL Server との従属関係を持つすべてのサービスを含めて、すべてのアプリ

ケーションを終了します。アップグレード中のインスタンスにローカル アプ

リケーションが接続されていると、アップグレードが失敗する場合がありま

す。 

サイド バイ サイド アップグレードのための準備 

サイド バイ サイド アップグレードの準備を行うには、次の手順を実行する必要があ

ります (手順は、選択したサイド バイ サイド アップグレードの方法によって若干異

なる場合があります)。 

1. 図 1 ～図 4 に示したように、アップグレード アドバイザーを実行して、アッ

プグレードするデータベースを分析します。生成されたレポートを読み、アッ

プグレード前に対処する必要のある問題がすべて解決済みであることを確認

し、セットアップ プログラムの完了後に解決する必要のあるアップグレード

の問題を把握しておきます。 

2. アップグレードするデータベースに対して DBCC CHECKDB を実行し、一貫性

が維持されていることを確認します。  
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3. アップグレードするユーザー データベースが自動拡張に設定されているこ

と、および各ユーザー データベースの PRIMARY ファイル グループに十分な

ディスク領域があることを確認します。SQL Server 2012 をインストールする

ときに PRIMARY ファイル グループに必要な追加領域を確保するために、ディ

スク領域を増やす必要があります。自動拡張はアップグレードの完了後に無効

にしてもかまいません。 

4. 各ユーザー データベースのログ ファイルが自動拡張に設定されていること

と、ディスク領域に十分な余裕があることを確認します。ユーザー データ

ベースのトランザクション ログ ファイル用に、追加領域が必要になります。

アプリケーションまたはデータベースのメンテナンス プランで自動拡張を無

効にする必要がある場合は、アップグレード完了後に無効にすることができま

す。 

5. SQL Server 2012 にアップグレードする前に、AUTO_UPDATE_STATISTICS オプ

ションを ON に設定します。データベースのアップグレード中に統計はアッ

プグレードされません。また、前のバージョンの SQL Server の統計を引き続

き使用すると、最適なクエリ プランが得られない可能性があります。

AUTO_UPDATE_STATISTICS オプションを ON に設定することにより、すべて

の統計は初めて参照された時点で更新されます。 

6. BACKUP DATABASE コマンドを使用して、アップグレードするデータベースの

最新のバックアップを作成します。アップグレード プロセスを開始する前に 

RESTORE VERIFY ONLY を使用して、そのバックアップの有効性を検証しま

す。デタッチとアタッチの方法を使用する場合、データ ファイルを移動する

のではなくコピーしておくようにしてください。そうすることで、万が一問題

が発生した場合も、データ ファイルを元の SQL Server 2005/2008/2008 R2 イ

ンスタンスに簡単に再アタッチできます。 

アップグレードの実行 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 リレーショナル データベース エンジンを SQL Server 

2012 に移行する準備が完全に整ったら、アップグレードを実行できます。ここで

は、インプレース アップグレードの実行手順とサイド バイ サイド アップグレード

の実行手順をそれぞれ示します。 

インプレース アップグレードの実行 

リレーショナル データベースのインプレース アップグレードを実行するには、次の

手順を実行します。 

1. SQL Server 2012 のセットアップ プログラムを起動します。 

2. 必要な SQL Server 2012 コンポーネントを選択します。 

3. SQL Server データベース サービスに加え、ワークステーション コンポーネン

ト、SQL Server オンライン ブック、開発ツールなどのコンポーネントを必要
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に応じて選択します。  
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4. アップグレードする SQL Server 2005/2008/2008 R2 のインスタンス (既定のイ

ンスタンスまたは名前付きのインスタンス) を選択します。インプレース アッ

プグレードで一度にアップグレードできるインスタンスは 1 つのみです。 

5. 適切なサービス アカウントを指定します。 

6. アップグレードするインスタンスが混合モード認証を使用するように構成され

ている場合は、ログオン アカウント情報を指定します。 

注: インプレース アップグレード プロセスでは、自動的にすべてのシステム デー

タベースとユーザー データベースがアップグレードされます。 

サイド バイ サイド アップグレードの実行 

サイド バイ サイド アップグレードでは、どの方法を使用する場合も、最初の手順と

して、SQL Server 2005/2008/2008 R2 リレーショナル データベースからのアップグ

レード先となる SQL Server 2012 リレーショナル データベース インスタンスをインス

トールします。SQL Server 2005/2008/2008 R2 と同じサーバー上に SQL Server 2012 

をインストールする場合は、サーバー上の既存の SQL Server インスタンスが上書きさ

れないように、名前付きの SQL Server 2012 インスタンスをインストールしてくださ

い (または、SQL Server 2012 のセットアップ プロセス中にインストール済みのインス

タンスを確認して、サーバーに既に存在するインスタンスをチェックします)。 

注: 場合によっては、ユーザー データベースを転送する前に、master データベー

スおよび他のシステム データベースを、元の SQL Server 2005/2008/2008 R2 イ

ンスタンスから SQL Server 2012 インスタンスにコピーしておく必要がありま

す。詳細については、「システム データベースの移動」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms345408.aspx) を参照してください。 

次に、選択したサイド バイ サイド アップグレードの方法に応じた手順に従って、

SQL Server 2005/2008/2008 R2 のユーザー データベースをアップグレードできま

す。 

バックアップと復元によるアップグレード方法 

バックアップと復元によるアップグレード方法を使用してユーザー データベースを

アップグレードするには、次の手順に従います。 

1. SSMS を使用するか BACKUP DATABASE T-SQL ステートメントを使用して、

SQL Server 2005/2008/2008 R2 のインスタンスから移動するデータベースを

バックアップします。 

2. SSMS を使用して、従来のリレーショナル データベースの復元先となる SQL 

Server 2012 リレーショナル データベース インスタンスに接続します。 

3. バックアップ ファイルからリレーショナル データベースを復元し、必要に応

じてデータベース名、ファイル名、またはそれらの場所を変更します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms345408.aspx
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重要: master データベース オブジェクトおよび msdb データベース オブジェクト 

(ログイン、ジョブ、警告など) は、従来のサーバーから SQL Server 2012 のイン

スタンスに手動で移動または転送する必要があります。 

デタッチとアタッチによるアップグレード方法 

デタッチとアタッチによるアップグレード方法を使用してユーザー データベースを

アップグレードするには、次の手順に従います。 

1. SQL Server Enterprise Manager (SSMS) または sp_detach_db ストアド プロ

シージャを使用して、SQL Server 2005/2008/2008 R2 のインスタンスから移動

するデータベースをデタッチします。 

2. デタッチされたデータ ファイルとログ ファイルを新しいサーバーにコピーし

ます。 

3. SSMS を使用するか、CREATE DATABASE T-SQL ステートメントに FOR 

ATTACH オプションまたは FOR ATTACH_REBUILD オプションを指定して実行

して、コピーしたデータ ファイルとログ ファイルを SQL Server 2012 のイン

スタンスにアタッチします。 

4. 元のデータ ファイルとログ ファイルをコピーしていた場合は、必要に応じ

て、SQL Server 2005/2008/2008 R2 のインスタンスに元のデータ ファイルと

ログ ファイルを再アタッチします。 

重要: master データベース オブジェクトおよび msdb データベース オブジェクト 

(ログイン、ジョブ、警告など) は、従来のサーバーから SQL Server 2012 のイン

スタンスに手動で移動または転送する必要があります。 

データベース コピー ウィザードによるアップグレード方法 

データベース コピー ウィザードによるアップグレード方法を使用してユーザー デー

タベースをアップグレードするには、次の手順に従います。 

1. 使用する各サーバーに対して必要な権限があることを確認します。 

a. デタッチとアタッチによる方法の場合は、移行元および移行先の両方の

サーバーで sysadmin 固定サーバー ロールのメンバーとなっている必要が

あります。 

b. SMO による方法の場合は、元のデータベースのデータベース所有者である

ことと、移行先のサーバーで CREATE DATABASE 権限が付与されている

か、dbcreator 固定サーバー ロールのメンバーであることが必要です。 

2. 移行元サーバーと移行先サーバーを指定します。 

3. 移動またはコピーするデータベースを指定します。  
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a. デタッチとアタッチによる方法の場合は、コピー操作または移動操作を開

始するときにアクティブなセッションが存在していないことが必要です。

アクティブなセッションが存在していると、データベース コピー ウィ

ザードで移動操作やコピー操作が実行されません。 

b. SMO による方法では、データベースがオフラインになることがないため、

アクティブな接続を維持できます。 

4. 移行先のデータベースの名前が移行元のデータベースと異なる場合は、移行先

のデータベース名を指定します。 

5. ログイン、master データベースの共有オブジェクト、ジョブ、メンテナンス 

プラン、ユーザー定義のエラー メッセージなど、移動するその他のオブジェ

クトを指定します。 

6. コピー操作または移動操作を後で実行する場合は、そのスケジュールを指定し

ます。 

7. sysadmin 固定サーバー ロールのメンバーではない場合は、SSIS パッケージ実

行サブシステムへのアクセス権を持つ SQL Server エージェント プロキシ アカ

ウントを指定する必要があります。プロキシ アカウントの作成方法の詳細に

ついては、「プロキシを作成する方法 (SQL Server Management Studio)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190698(v=sql.105).aspx) を参照し

てください。 

重要: master データベース オブジェクトおよび msdb データベース オブジェクト 

(ログイン、ジョブ、警告など) は、従来のサーバーから SQL Server 2012 のイン

スタンスに手動で移動または転送する必要があります。 

アップグレード後の作業 

リレーショナル データベースを SQL Server 2012 にアップグレードした後は、アッ

プグレードが正常に完了したことを確認し、アップグレードされたリレーショナル 

データベースに加えてリレーショナル データベース エンジンも構成する必要があり

ます。それらの手順を次に説明します。 

インプレース アップグレード 

インプレース アップグレードの場合は、次の手順を実行します。 

1. アップグレードした SQL Server 2012 インスタンスに、適用可能なサービス 

パックや更新プログラムを適用します。 

2. サーバーを再登録します。サーバーの登録の詳細については、「新しい登録済

みサーバーの作成 (SQL Server Management Studio)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188231(v=sql.110).aspx) を参照し

てください。 

3. SQL Server のインストールを構成します。システムのセキュリティを向上さ

せるために、SQL Server では、主要なサービスと機能を個別にインストール

し、有効にできるようになっています。そのため、新しいインスタンスに対し

て、実際のシステム環境での要件に合わせた構成を行います。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190698(v=sql.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188231(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188231(v=sql.110).aspx
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サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイド アップグレードの場合は、アップグレード後に次の手順を実行し

ます。 

1. 新しいインスタンスのサーバー ログインとアップグレードしたデータベース

のデータベース ユーザーを構成するか、更新します。 

2. 新しいインスタンスに、ジョブとデータベース メンテナンス プランを構成し

ます。 

3. 新しいインスタンスの警告を構成します。 

4. 新しいインスタンスに、DTS パッケージと SSIS パッケージを構成します。 

5. 古いサーバーを同じ ID の新しいサーバーに置き換えていない場合は、クライ

アントが新しいインスタンスに接続できるようにクライアントの接続文字列を

更新します。 

一般的なアップグレード後の作業 

インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードのどちらの場合

でも、アップグレード後には以下の手順を実行する必要があります。 

1. DBCC CHECKDB WITH DATA_PURITY を実行して、データベース内に無効な値や

範囲外の値を含む列がないかどうかをチェックします。アップグレードされた

データベースに対して DBCC CHECKDB WITH DATA_PURITY を正常に実行できた

場合は、SQL Server の "データ純度" が自動的に保持されるため、DATA_PURITY 

オプションを再度指定する必要はありません。アップグレード後の作業として

実行する必要がある DBCC CHECKDB チェックは、これだけです。 

2. アタッチされたすべてのデータベースに対して DBCC UPDATEUSAGE を実行

して、使用率カウンターを更新し、テーブルとインデックスの行数が正しい値

になるようにします。 

3. データベースをアップグレードした後で、すべてのデータベースの統計を更新

します。SQL Server データベースのユーザー定義テーブルに対して UPDATE 

STATISTICS を実行します。 

4. フルテキスト カタログを再作成します。この作業の詳細については、「第 6 章 

フルテキスト検索」を参照してください。 

5. 一連のサンプル クエリを実行して、リレーショナル データベースが正常に動

作することを確認します。 

6. SQL Server 2012 の動作の変更によって影響を受けるスクリプトをすべて更新

します。 
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フルテキスト アップグレード。アップグレード前にフルテキスト検索が有効または

無効に指定されていたデータベースは、アップグレード後もその状態を維持します。

アップグレード後は、フルテキスト検索が有効なすべてのデータベースで、フルテキ

スト カタログが自動的に再構築され、生成されます。この処理には、多くの時間と

リソースが必要になります。詳細については、「第 6 章 フルテキスト検索」を参照

してください。 

データベース メンテナンス プラン。SQL Server 2005/2008/2008 R2 のデータベース 

メンテナンス プランは、SQL Server エージェントで実行される T-SQL コマンドで構

成されます。SQL Server 2005 以降、データベース メンテナンス プランは SSIS パッ

ケージになっており、自動的にアップグレードされます。詳細については、「メンテ

ナンス プラン」(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms187658(v=sql.110).aspx) 

を参照してください。 

キャッシュ動作の変更。SQL Server 2005/2008/2008 R2 と SQL Server 2012 では

キャッシュ動作に違いがあります。詳細については、「実行プランのキャッシュと再

利用」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms181055.aspx) を参照してくださ

い。 

プラン ヒントの使用 

アップグレード後に実行する必要があるもう 1 つの作業は、SQL Server 2005 でパー

ティション テーブルおよびパーティション インデックスへのクエリに適用されてい

た USE PLAN ヒントを検証するか、削除することです。パーティション テーブルと

パーティション インデックスに対するクエリの処理方法は、SQL Server 2008 R2 で

変更されています。パーティション分割されたオブジェクトへのクエリで、SQL 

Server 2005 で生成されたプランに対する USE PLAN ヒントが使用されている場合に

は、プランを SQL Server 2012 で使用できない可能性があります。SQL Server 2012 

にアップグレードした後で、次の手順を実行することをお勧めします。 

USE PLAN ヒントがクエリ内で直接指定されている場合は、次の手順に従います。 

1. USE PLAN ヒントをクエリから削除します。 

2. クエリをテストします。 

3. オプティマイザーによって適切なプランが選択されない場合は、クエリを

チューニングし、USE PLAN ヒントを必要なクエリ プランと共に指定すること

を検討します。 

USE PLAN ヒントがプラン ガイドで指定されている場合は、次の手順に従います。 

1. sys.fn_validate_plan_guide 関数を使用して、プラン ガイドの有効性を確認し

ます。また、SQL Server Profiler で、Plan Guide Unsuccessful イベントを使用

して無効なプラン ガイドを確認することもできます。 

2. プラン ガイドが有効でない場合は、プラン ガイドを削除します。オプティマ

イザーによって適切なプランが選択されない場合は、クエリをチューニング

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms187658(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms187658(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms181055.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms181055.aspx
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し、USE PLAN ヒントを必要なクエリ プランと共に指定することを検討しま

す。  
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USE PLAN ヒントがプラン ガイドで指定されている場合、無効なプランが原因でクエ

リが失敗することはありません。この場合、USE PLAN ヒントを使用せずにクエリが

コンパイルされます。パーティション分割されたオブジェクトに対するクエリの処理

の詳細については、「パーティション テーブルとパーティション インデックスに対

するクエリ処理の機能強化」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms345599.aspx) 

を参照してください。 

クエリ プランに関する重要な情報 

SQL Server のバージョンごとに、クエリ プランの決定方法が異なることに注意して

ください。バージョンによっては大幅に異なる場合もあります。新しいバージョンの 

SQL Server にアップグレードしたときには、必ずクエリ プランに関する変更を確認

し、最適なパフォーマンスが保証されるようにすることが重要です。クエリ プラン

のチューニングの詳細については、次の SQL Server 2012 関連トピックを参照してく

ださい。 

 クエリ プランの移行  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb895281(v=sql.110).aspx) 

 Showplan を生成する Transact-SQL ステートメント  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms187886.aspx) 

 クエリおよびクエリ プラン ハッシュを使用した類似クエリの検索および

チューニング  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645887.aspx) 

SQL Server 2012 では、パーティション テーブルとパーティション インデックスに対

するクエリ プランにも多くの改良が加えられています。たとえば、最適な並列実行方

法を特定するアルゴリズムの強化、パーティンション テーブルのシーク メカニズムの

改良、パーティンション テーブルが含まれるクエリのクエリ実行プランに表示される

情報の追加などです。このような機能強化の詳細については、「パーティション テー

ブルとパーティション インデックスに対するクエリ処理の機能強化」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms345599.aspx) を参照してください。さら

に、パーティンション テーブルに対するプランの最新情報については、「SQL Server 

2012 におけるデータベース エンジン機能の動作の変更」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

SQL Server 2012 へのクライアント アプリケーションの接続 

インスタンスをアップグレードした後で、または新しいインスタンスに移行した後

で、データベースが正常に動作していることを確認したら、クライアント アプリ

ケーションが新しいインスタンスに接続できることを確認する必要があります。表 3 

に、クライアント接続に影響する可能性がある問題を示します。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms345599.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms345599.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb895281(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms187886.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645887.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645887.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms345599.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms345599.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx


137 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

表 3: クライアント接続に影響する可能性がある問題 

問題 説明 

ネットワー

ク プロトコ

ル 

現在サポートされているネットワーク プロトコルは、TCP/IP ソケット、名前付きパ

イプ、VIA、および共有メモリのみです。それ以外のネットワーク プロトコルがアプ

リケーションで使用されている場合、そのアプリケーションは機能しません。 

SQL DMO 

ベースの 

WMI プロ

バイダー 

アプリケーションで DMO ベースの管理 API が使用されている場合は、SMO ベースの

管理 API または WMI for Configuration 管理 API にアップグレードする必要がありま

す。SMO は、マネージ コード API を使用して作成されます。WMI for Configuration 

は、アンマネージ コード API を使用して作成されます。 

DB-Library SQL Server 7.0 より前のバージョンでは、SQL Server とクライアントの間でクライア

ント/サーバー通信を行う主要メカニズムは、DB-Library でした。SQL Server 2000 で

は、まだ DB-Library が含まれていましたが、非推奨になることが予告されていまし

た。SQL Server 2005 のリリース以降、DB-Library のサポートは SQL Server 7.0 の機

能に限定されています。 

ネットワー

ク通信 

SQL Server 2012 の新規インストールでは、ネットワーク通信が既定で無効になって

いる場合があり、サーバー ネットワーク通信ツールを使用して有効にする必要があ

ります。 

 

結論 

SQL Server 2012 のリレーショナル データベース エンジンでは、SQL Server 2005、

2008、および 2008 R2 の機能の多くが強化され、さらに重要な新機能も多数追加さ

れています。このような強化された機能を利用するには、まず既存のデータベースを 

SQL Server 2012 にアップグレードする必要があります。これまで説明したように、

従来の SQL Server 2005/2008/2008 R2 データベースを SQL Server 2012 にアップグ

レードする主な方法として、インプレース アップグレードとサイド バイ サイド 

アップグレードの 2 種類を選択できます。サイド バイ サイド アップグレードを選択

した場合は、さらにバックアップと復元、デタッチとアタッチ、データベース コ

ピー ウィザードを使用する方法を選択することができます。それぞれの方法には長

所と短所があるため、組織の現在の構成とニーズを理解しておく必要があります。そ

の後で、アップグレードが正常に実行されて実運用に対応できるように、準備を万全

に整え、幅広いテストを実行しておく必要があります。 

その他のリファレンス 

その他、SQL Server 2012 へのアップグレードに関する最新のリファレンスについて

は、次のリンクを参照してください。 

 SQL Server 2012 へのアップグレード  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 2012 の Web サイト 

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx


138 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

 SQL Server 2012 オンライン ブック 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=SQL.110).aspx) 

 SQL Server 開発者向け技術情報  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/aa336270) 

 SQL Server TechCenter  

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/bb265254) 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/aa336270
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/bb265254
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第 4 章: 高可用性 

概要 

アップグレードの大きな目標の 1 つに、ダウンタイムを最小限に抑え、アプリケー

ションとエンド ユーザーにできる限り影響が及ばないようにするということが挙げ

られます。ここでは、SQL Server 2012 にアップグレードするときにダウンタイムを

最小化する方法と、現在の構成にフェールオーバー クラスタリング、ログ配布、

データベース ミラーリング、およびレプリケーションの高可用性機能が含まれてい

る場合のアップグレード方法について説明します。この章では、SQL Server 2012 で

変更になっている場合やアップグレード プロセスに関係がある場合を除き、それぞ

れの高可用性機能の動作については説明しません。この章は、高可用性機能の基本的

な知識を持っている方を対象としています。 

アップグレードのための準備 

このセクションでは、SQL Server 2012 への高可用性アップグレードの実行方法を説

明する前に、利用できるアップグレードの種類を紹介し、それぞれを可用性の観点か

ら説明します。アップグレード オプションには主に、インプレース アップグレー

ド、サイド バイ サイド アップグレード、および別個のサーバーまたは新しいクラス

ターの使用の 3 つがあります。アップグレードの種類に関する詳細と、さまざまな

状況下でのそれぞれの利点と欠点については、「第 1 章 アップグレードの計画と配

置」を参照してください。 

SQL Server の元のインスタンスとデータベースはアップグレード中、データベース 

エンジンのアップグレード プロセスが開始されるまで使用できます。つまり、

チェック操作やファイルのコピー操作の間は、インスタンスの使用と接続の許可のど

ちらも可能です。ただし、アップグレード プロセスではデータベースの処理が開始

されるタイミングや、他のオブジェクトの使用状況が通知されることはありません。

このため、セットアップまたはアップグレード プロセスを開始する前には必ず、す

べての接続が終了し、トランザクションが完了していることを確認する必要がありま

す。最後のバックアップの後にだれかがクエリを実行してバックアップが無意味にな

るような事態は、避けなければなりません。 

インプレース アップグレード 

インプレース アップグレードでは、サポートされているバージョンのオペレーティ

ング システム (Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) 以降または Windows Server 

2008 R2 SP1 以降) にアップグレード対象でサポートされているバージョンの SQL 

Server が配置されている場合に、SQL Server 2012 セットアップを使用して、SQL 

Server 2005、SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2、またはプレリリース バージョ

ンの SQL Server 2012 のインスタンスを同じサーバーまたは Windows サーバー 

フェールオーバー クラスタリング (WSFC) クラスター上の SQL Server 2012 RTM に

直接アップグレードします。インプレース アップグレードのプロセスについては、

第 1 章の「アップグレード方法」で詳しく説明しています。 
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インプレース アップグレードでは、ソース インスタンスが構成されている場所で

アップグレードが行われるため、ダウンタイムが長くなる可能性が他のどのアップグ

レード方法よりも高くなっています。ダウンタイムを分割または最小化する方法はあ

りません。アップグレードの実行中は、インスタンスとユーザー データベースが使

用できなくなります。このため、組織によっては他のアップグレード方法を使用した

方が必要となるコストやリソースが少なくなることもあります。 

インプレース アップグレードでこれ以上に注意が必要になるのは、何かの理由でプ

ロセスが失敗すると、インストールされている SQL Server が使用できなくなるおそ

れがあります。このような事態が起こった場合には、バージョンが異なるファイルが

存在する状態になっている可能性があるため、Windows および SQL Server をすべて

再インストールする必要があります。再インストールが完了したら、バックアップお

よびスクリプトからデータベースおよびオブジェクトを復元してください。フォール

バック プランには、アップグレード プロセスを開始する前の状態にサーバーを再構

築するための手順を用意しておく必要があります。インプレース アップグレードで

はバックアップと復元が唯一のフォールバック プランとなるため、インプレース 

アップグレードを行う場合は、ベア メタル回復に利用できる適切なバックアップと

テスト済みのプランがあることを確認してください。 

同じスタンドアロン サーバーまたはクラスターでのサイド バイ サイド 

アップグレード 

この種類のサイド バイ サイド アップグレードでは、SQL Server 2005、SQL Server 

2008、SQL Server 2008 R2、またはプレリリース バージョンの SQL Server 2012 の既

存のインスタンスから、同じスタンドアロン サーバーまたは WSFC クラスターに存

在する新しい別個の SQL Server 2012 インスタンスにデータを移動します。このプロ

セスについては、第 1 章の「アップグレード方法」で詳しく説明しています。 

同じハードウェアまたは WSFC クラスター上でのサイド バイ サイド アップグレード

では、問題が発生した場合でも形のうえでは引き続き古い構成を使用できるため、イ

ンプレース アップグレードよりもやや優れた保護が得られます。新しいインスタン

スにデータとオブジェクトを移動する操作は透過的に処理できるため、データベース

を SQL Server 2012 のインスタンスに切り替えるダウンタイムが実際のコストになり

ます。また、データ 2 つ分の容量が必要になるため、ストレージ コストも発生しま

す。アプリケーションおよびエンド ユーザーに対するダウンタイムは、使用される

プロセスしだいでは数分程度と、インプレース アップグレードと比べて大幅に短く

なっています。 

Windows Server 2008 と Windows Server 2008 R2 の場合、既に配置されているイン

スタンスに応じて、SQL Server 2005、SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2、およ

び SQL Server 2012 のインスタンスを同じサーバーまたは WSFC クラスター上に共存

させることができます。  



141 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

注: SQL Server と SQL Server エージェントのどちらにも、SQL Server のクラス

ター化されたインスタンスで同じ WSFC クラスター上にあるものであればバー

ジョンを問わず共有されるリソース DLL があります。このことは想定済みであ

り、完全にサポートされています。 

同じサーバーまたは WSFC クラスター上のサイド バイ サイド アップグレードには、

次の問題があります。 

 アップグレード プロセスが開始される前の元の構成に戻すことはできませ

ん。その理由は、SQL Server 2012 をインストールすると、既にインストール

されていた以前のバージョンの SQL Server の一部の共有コンポーネント (接続

など) が新しいコンポーネントで置き換えられるためです。これは大きな問題

にはなりませんが、"純粋に" SQL Server 2005、SQL Server 2008、または SQL 

Server 2008 R2 がインストールされた状態には戻すことができなくなります。 

 SQL Server 2012 の一部のコンポーネント (たとえば、クラスター化された構

成のリソース DLL) はインストール時に再起動が必要になるため、ダウンタイ

ムが発生することがあります。 

 個々のインスタンス名については、SQL Server 2012 にも、SQL Server 2005、

SQL Server 2008、および SQL Server 2008 R2 と同じ規則が適用されます。単

一サーバーまたは WSFC 上に配置できる既定のインスタンスは 1 つだけで

す。その他のインスタンスは名前付きインスタンスにすることができます。既

存のインスタンス (2005、2008、または 2008 R2) の 1 つが既定のインスタン

スを既に使用している場合には、インストールする SQL Server 2012 を名前付

きインスタンスにする必要があります。アップグレードが完了した後は、アプ

リケーションに問題が発生していないことを確認してください。アプリケー

ションが新しいインスタンスに接続できなくなる可能性があります。 

 サイド バイ サイド構成では、ユーザーおよびアプリケーションを新しい SQL 

Server 2012 インスタンスまたはデータベースにリダイレクトするためには、

ログインの同期、アプリケーションの接続文字列の変更など、手動の手順およ

び他のプロセスがいくつか必要になることがあります。そのようなプロセスは

特定のうえテストし、内容をすべて文書化しておいてください。そうでない

と、不要な障害や長時間のダウンタイムが発生する場合があります。 

 構成をアップグレード前の状態に戻すのは非常に困難です。これには 2 つの

大きな側面があります。 

o  既存のサーバーまたはクラスター構成は、新しい SQL Server 2012 イ

ンスタンスによって変更されている。 

o データベースは、SQL Server 2012 の新しいインスタンスに存在する状

態になっている。 
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最初の問題について、以前の構成に戻す唯一の方法は、システム バックアッ

プを復元するか、ハードウェアを最初から再構成することです。このことが問

題になる可能性はほとんどありません。問題になるとすれば、現在 SQL 

Server 2012 に存在するアプリケーション データベースで SQL Server の以前

のバージョンに戻すことが必要になるような問題が発生した場合です。SQL 

Server 2012 データベースのバックアップを作成し、それを以前のバージョン

の SQL Server に復元するという方法は使用できないため、BCP や SQL Server 

Integration Services (SSIS) など、他の方法でデータを抽出することを検討する

必要があります。データベースの復元でデータの移動に関してはささいな側面

です。（「は」が続いてしまっている為）困難なのは、どのデータが変更され

たかを把握することです。変更されたデータの特定は、手動によるプロセスと

なります。 

別個のスタンドアロン サーバーまたはクラスターへのサイド バイ サイド 

アップグレード 

サイド バイ サイド アップグレードのもう 1 つの派生形は、ユーザー データベース

とそのオブジェクトを (スタンドアロンまたはクラスター化した) 新しいハードウェ

ア上の SQL Server 2012 の新しいインスタンスに移行し、アップグレードする方法で

す。これは、2 つの方法の利点を活かした方法です。別個のサーバーまたはクラス

ターを使用することにより、以前の環境がそのまま保持され、フォールバック プラ

ンで使用可能になります (簡単な操作ではありませんが、変更されたデータを同期化

する方法が必要になります)。さらに、データベースおよびオブジェクトを新しいイ

ンスタンスに移動するのに適した方法を選んで使用することによって、ダウンタイム

を最小限に抑えることができます。この方法の大きな利点は、カットオーバー日のか

なり前にハードウェアの構成およびテストができることにあります。これにより、新

しい環境を使用して、データを移動するプロセスをテストできます。 

別個のサーバーを使用するサイド バイ サイド アップグレードには、同じサーバーま

たは WSFC クラスターを使用する方法が抱える欠点のほとんどが備わっています。

アプリケーションおよびエンド ユーザーのリダイレクトと、既定のインスタンスと

名前付きインスタンスの問題は、別個のサーバーを使用しても変わりません。この方

法に特有の欠点は、新しいハードウェアを使用し、新しい既定のインスタンスを作成

できるものの、同じ Active Directory ドメインで同じ名前の 2 つのオブジェクトは使

用できないことです。これは、クラスター化された配置に影響します。 

たとえば、SQL Server 2008 R2 の既定のインスタンスがある古いスタンドアロン 

サーバーの名前が MYSERVER であるとします。新しいサーバーを配置した場合、

MYSERVER という名前は Active Directory 内で既に使用されているため、新しいサー

バー (および既定のインスタンス) では使用できません。クラスターの場合、基にな

る WSFC クラスターまたはそのノードの名前とインスタンス名は同じでないため、

インスタンス名であってもドメイン内で一意である必要があります。古いクラスター

化されたインスタンスが MYSQLINS という名前の既定のインスタンスであった場

合、新しいクラスターを構成するときにこの名前を再利用することはできません。ク
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ラスター化されたインスタンスの名前は、古いサーバーの使用が停止された後にのみ

変更できます。ただし、変更できるのは、Active Directory 内に存在するクラスター

化されたインスタンスの名前の一部のみです。このため、名前付きインスタンスの名

前を完全に変更することはできず、名前のスラッシュ以降の部分は変更できません。

たとえば、MYINS¥INSNAME という名前付きインスタンスがあるとします。MYINS 

の部分は変更できますが、INSNAME の部分は変更できません。 

これが問題となる理由は、柔軟性に欠ける一部のアプリケーションで接続の際に特定

の名前が必要になる場合があるからです。これは、アプリケーションを多数のデスク

トップにインストールする場合にはさらに大きな問題になります。作業量の面からす

べてのデスクトップを操作するのは不可能な場合があります。そこで、同じ名前を使

用する必要があるにもかかわらず古いサーバーを使用停止にできない場合または同じ

名前を使用できない場合は、DNS でエイリアスを使用するなど、他の方法を検討す

る必要があります。もっとも、このような措置は、ネットワーク管理者への負担を増

やし、基にある問題を隠す応急処置にすぎません。 

サイド バイ サイド アップグレードでの元のインスタンスまたはデータ

ベースの使用停止および無効化 

新しいインスタンスが検証テストに合格し、新たにアップグレードされたサーバーの

稼働が開始された後は、第 1 章の「サイド バイ サイド アップグレードまたは新しい

ハードウェアのアップグレード後の使用停止およびアンインストール」で説明したよ

うに、インスタンスをアンインストールするスケジュールまたはサーバーを完全に使

用停止するスケジュールを設定します。古い環境を破棄する前には、新しいインスタ

ンスまたはサーバーについて、問題が発生しておらず、構成が適切であり、動作が安

定していることを確認する必要があります。元のインスタンスの使用停止および無効

化を急ぐと、誤りを招くおそれがあります。どれだけのダウンタイムが発生するか

は、フォールバック プランによって異なります。通常は、以前と同じ構成済みの環

境に戻す方が、復元して最初から再構築するよりも効果的です。 

新しい SQL Server 2012 インスタンスへのユーザー アクセスを許可する前に、誤っ

て間違ったサーバーに接続しないように、古いインスタンスを無効にする必要があり

ます。データベースの移行がすべて完了していなければ、このようなことは不可能で

す。しかし、ユーザーが古い環境にアクセスし、古くなったデータを更新する可能性

も考えられます。そのような事態が起こった場合には、混乱の解消に多大な費用と時

間が必要になります。 

別個のサーバーまたはクラスターを使用してサイド バイ サイド アップ

グレードを行う方法 

新しいハードウェアを使用するサイド バイ サイド アップグレードで SQL Server 

データベースを移動するための方法はいくつかあります。これらの方法については、

「第 1 章 アップグレードの計画と配置」および「第 3 章 リレーショナル データベー

ス」で詳しく説明しています。ここでは、それぞれの方法の高可用性に関する側面に

ついて説明します。 
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バックアップと復元 

データベースのバックアップを使用したデータベースのアップグレードに伴うダウン

タイムは、データベースのサイズと、基になるネットワークおよびディスク I/O の効

率によって変化します。元のインスタンスを含むサーバー A から SQL Server 2012 の

インスタンスを含むサーバー B にデータベースのバックアップをコピーする操作に

は時間がかかります (両方のサーバーのネットワークとディスク I/O がかかわってき

ます)。復元速度は、(基になるディスク サブシステムなど) サーバー B のハードウェ

ア構成に応じて決まります。SQL Server バックアップはいずれもデータベースがオ

ンラインのときに作成できるため、実際にバックアップを実行することによるダウン

タイムは発生しません。バックアップが開始された後にトランザクションが発生した

場合、差分バックアップまたは一連のトランザクション ログ バックアップを実行す

ることで、目的のデータベースとの "差を埋める" ことができます。 

データベースのサイズが小規模から中規模であれば、妥当な時間内にデータベースを

バックアップ、コピー、および復元するのは比較的簡単です。ただし、数百 GB から 

TB にのぼる非常に大規模なデータベース (VLDB) の場合、カットオーバー時間まで待

機してからバックアップ、コピー、および復元プロセスを開始すると、停止時間が許

容範囲を超える事態も起こりえます。たとえば、サイズが TB に達するデータベース

をコピーすると、1 日の大半 (またはそれ以上) の時間が必要になります。これではと

ても高可用性アップグレードといえるものではありません。このため、アップグレー

ド プランではデータベースのサイズを考慮する必要があります。VLDB の詳細につい

ては、第 1 章の「非常に大規模なデータベース (VLDB) のアップグレード」を参照し

てください。 

バックアップ、コピー、および復元プロセスを高速化するためにできることはいくつ

かあります。 

 バックアップ圧縮 (サード パーティ製の機能または SQL Server 2008 以降に組

み込まれている機能) を使用してバックアップを生成します。これにより、

バックアップのサイズが小さくなる (つまり、コピー時間が短縮される) た

め、通常はバックアップおよび復元のプロセスが高速化されます。 

 ハードウェア ベース (たとえば、SAN ベース) のバックアップを使用してバッ

クアップを作成し、透過的な下位レベル テクノロジを使用してハードウェア

にバックアップをアタッチ (および復元) します。この方法は、ソース サー

バーとターゲット サーバーが同じストレージ ユニットにあることを前提とし

ています。この構成が設定されていない場合、ハードウェア ベースのバック

アップは選択肢になりません。詳細については、この章の「ハードウェアの支

援によるデータベースの移動」を参照してください。 

デタッチとアタッチ 

データベースのデタッチおよびアタッチは、バックアップを実行することと同じでは

ありませんが、どちらの方法においても、ファイルを物理的にコピーする操作が含ま
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れます。大きな違いとして、デタッチとアタッチの場合、実際のデータとログ ファ

イルがコピーされます。データベースはデタッチすると再アタッチされるまでソース 

インスタンスの一部ではなくなるため、デタッチとコピー プロセスの実行中は完全

なダウンタイムが発生します。この方法は、ダウンタイムを最小限に抑えるうえで必

ずしも最適というわけではなく、危険性をはらんでいます。また、データベースが大

きい場合、この方法は既に説明した理由から非実用的です。 

ログ配布 

ログ配布は従来から、高可用性または災害復旧ソリューションとしてのみ使用されて

いますが、アップグレード オプションとしても有用です。ログ配布は、バックアッ

プと復元に基づく方法であり、トランザクション ログ バックアップを実行できるよ

うにソース データベースを構成する必要があります (したがって、単純復旧モードは

機能しません)。この方法では、停止が必要なのはサーバー A からサーバー B への切

り替え時のみであるため、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。新しい

サーバーを稼働させ、最初のバックアップ、コピー、および復元操作を実行するな

ど、作業のほとんどは実際のカットオーバーに先だって実行できます。 

問題は、SQL Server 2012 では SQL Server 2005 までの SQL Server の以前のバージョ

ンのバックアップを復元できる一方で、SQL Server の以前のバージョンのログ配布

機能では SQL Server 2012 へのログ配布を構成できないことにあります。このため、

ログ配布のためのカスタム スクリプト (章の最後の「その他のリファレンス」セク

ションに記載されているスクリプトなど) を使用する必要があります。 

ハードウェアの支援によるデータベースの移動 

近年は従来のデータベースを移動する方法以外に、もう 1 つの方法が安価に利用で

きるようになってきています。SAN などの共有ストレージを介したハードウェア 

ベースの移動です。多くの企業では、1 つ以上のストレージ ユニットにサーバーの

大部分を配置しています。フェールオーバー クラスタリングでは、共有ストレージ

が必要になります。ソース サーバーとターゲット サーバーが同じストレージ ユニッ

ト上に存在し、ハードウェア上で適切なオプションが構成されていれば、この方法に

よってダウンタイムを最小化できる見込みが大きくなります。 

通常、ハードウェアの支援によるバックアップは、ほとんどのストレージ ベンダー

で、"スナップショット"、"複製" などと呼ばれます。そのしくみはこうです。バック

アップは SQL Server の外部で開始されます。SQL Server で使用されていたディスク

は、原則的に複製された後取り外されます。次に、複製を同じストレージ ユニット上

の別のサーバーにアタッチします。このプロセスはほぼ瞬間的に完了します。スナッ

プショットまたは複製は、(従来型またはハードウェア ベースの) 復元に使用すること

ができます。SQL Server 内では、I/O が短時間 "凍結" された後に "凍結解除" されてい

ますが、見た目には一貫性が保たれています (これは、SQL Server ログで確認できま

す)。このプロセスには数秒かかりますが、完全に透過的です。 
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このハードウェア ベースの方法を適切に実装するには、ストレージ ベンダーが SQL 

Server の Virtual Device Interface (VDI) をサポートするか、またはこれをサポートす

るボリューム シャドウ コピー サービス (VSS) プロバイダーを使用する必要がありま

す。そうでないと、このプロセスによって SQL Server データベースが破損する可能

性があります。ストレージ ベンダーによっては、1 つのディスクにつき 1 つのデー

タベースまたはファイルしか使用できないなど、一定の制約が設けられている場合が

あります。このような制約については、実装前に確認しておく必要があります。この

機能を利用するには、ストレージ管理者と連携して、この方法が選択肢の 1 つにな

るかどうかを調べるだけでなく、SQL Server が適切に実装されていることを確認し

てください。この戦略の詳細については、ホワイト ペーパー「SQL Server 2005 

Virtual Backup Device Interface (VDI) 仕様」

(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=17282) を

参照してください。 

どの SQL Server のアップグレード方法を使用するか 

選択したアップグレード方法は最終的に、組織の技術的なニーズを満たすだけでな

く、アップグレード時のダウンタイムを最小限に抑えるものである必要があります。

サイド バイ サイド アップグレードが必要な場合は、停止を小さくするためにログ配

布またはハードウェア ベースの方法を検討することを強くお勧めします。アップグ

レードに伴うダウンタイムをゼロにすることはできません。問題は、ダウンタイムを

どの程度を許容できるか、ということにあります。アップグレード方法の選択につい

ては、第 1 章の「アップグレード方法を選択する際の考慮事項」を参照してくださ

い。 

アップグレード時のダウンタイムの最小化 

このセクションでは、SQL Server 2012 への切り替え時のダウンタイムを最小化でき

るように、インストールされている SQL Server のいずれに対しても高可用性アップ

グレードを実現するための重要な戦略について説明します。 

SQL Server 2012 の準備 

アップグレード プランをまとめる前、または SQL Server 2012 へのアップグレード

を実行する前には、アップグレード プロセスで発生して停止時間に影響を与える次

の点を考慮する必要があります。 

変更内容を理解する 

ダウンタイムを最小化するうえで最も重要なことの 1 つは、アプリケーションおよ

び全体的な SQL Server 環境に関する知識に基づいて変更の内容を予測し、それを計

算に含めることです。データベース エンジンをはじめ、使用する可能性のあるコン

ポーネントを変更したとしても、パフォーマンスに影響を及ぼすにすぎないように見

えたり、組織で製品を使用するうえでは関係ないような機能の変更にとどまるように

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=17282
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=17282
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思われたりすることがあります。しかし、このような変更の 1 つが原因となってパ

フォーマンスや運用面の問題が発生すると、それがダウンタイムであると判断された

り、後で停止の原因となったりする可能性があります (SQL Server 2012 に移行した

後のアプリケーションのコード修正など)。アップグレードが適切に計画、テスト、

および実行されている限り、パフォーマンスの大幅な低下や大きな問題が発生するこ

とはありません。データベース管理者にとって、不測の事態があってはなりません。

非推奨機能、廃止された機能、重大な変更、および動作の変更を含む SQL Server 

2012 の下位互換性の問題の一覧については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「旧バージョンとの互換性」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc280407%28v=sql.110%29.aspx) を参照してください。 

アプリケーションを準備する 

データベースのアップグレードに備えてアプリケーションを準備する方法について

は、第 1 章の「アプリケーションと接続の要件」を参照してください。SQL Server 

をアップグレードしても他のものに影響が及ぶことはないという考え方は、ダウンタ

イムの発生を招きかねない誤ったものです。 

スキルを上げる 

データベース管理者が十分なトレーニングを積み、アップグレードに備えることで、

稼働時間を長くすることができます。SQL Server 2012 の管理または配置の準備が

整っていることを確認する方法については、第 1 章の「IT プロジェクトとしてアッ

プグレードを処理する」を参照してください。 

最小ハードウェア要件を確認する 

SQL Server 2012 に使用する予定のハードウェアが第 1 章の「SQL Server 2012 の最

低限のハードウェア要件とソフトウェア要件」と SQL Server 2012 オンライン ブッ

クの「SQL Server 2012 のインストールに必要なハードウェアおよびソフトウェア」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx) に記載されてい

る最小要件を満たしていることを確認します。可用性については、現在のサーバーが

将来的にも自社のニーズを満たすであろうと考えるのは良いとはいえません。ソフト

ウェアは一般に、新しくなるほど要件が厳しくなります。現在のサーバーが満杯に近

い容量であるか、容量を超えている場合、可用性とパフォーマンスの問題が発生する

ことが予想されます。このような問題は、配置前に解決する必要があります。そうで

ないと、アップグレードに伴って必要以上の停止が発生します。 

ライセンスの変更を理解する 

SQL Server 2012 の 1 つの大きな変更点に、ライセンスの許諾方法があります。以前

のバージョンの SQL Server ではプロセッサごとにライセンスが許諾されていました

が、SQL Server 2012 ではライセンスの対象がプロセッサ単位からコア単位に変更さ

れました。コストはアップグレードの要因の 1 つであるため、ライセンスの取得に

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc280407(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
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責任を負う社内の担当者に連絡を取って、担当者が SQL Server 2012 の配置に関して

適切な調査を行い、適切な料金およびライセンスを取得できるようにしてください。

詳細については、SQL Server 2012 のライセンスに関するページ 

(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/licensing.aspx) を参照して

ください。 

ディスク領域 

ディスク領域 (の不足) は、ダウンタイムが発生する大きな原因の 1 つです。SQL 

Server 2012 をインストールする際、SQL Server によって必要なディスク領域のサイ

ズが示されます。詳細については、第 1 章の「必要なハード ディスク空き容量 (32 

ビットおよび 64 ビット)」を参照してください。また、「SQL Server 2012 のインス

トールに必要なハードウェアおよびソフトウェア」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx) にも、プログラム ファイルによって使用される

ディスク領域のサイズが示されています。 

プログラム ファイルおよびシステム データベースの領域のほかには、推奨されてい

るガイドラインに従って、アップグレード中に必要なディスク領域を考慮してくださ

い。周到なプランを立てることにより、ディスク領域の不足が原因で VLDB のアップ

グレードが失敗し、その復旧と操作の続行に伴ってダウンタイムが発生する事態を避

けることができます。さらに、アップグレード後は、すべてのデータベースおよび

ファイルのサイズを適切に調整する必要があります (特に tempdb)。 

これに加え、ディスク領域を最も多く使用する要素の 1 つに、サイド バイ サイド 

アップグレードでアップグレードを初期化するために使用されるバックアップと、

アップグレードまたは使用停止の前に作成されるバックアップが挙げられます。この

章の後で説明する「データベースのバックアップを実行する」と、第 1 章の「バッ

クアップの計画」で説明しているように、このバックアップに使用する領域を考慮す

る必要があります。 

アップグレード プランの検討 

第 1 章の「アップグレード プランの作成」には、SQL Server 2012 へのアップグレー

ドを計画する際に役立つリソースが幅広く紹介されています。その目標は、わかりや

すく、ダウンタイムの最小化につながり、かつ成功するプランを作成することにあり

ます。データベースは、データおよびログ ファイルがストレージに配置された程度

のものではありません。このため、ダウンタイムを最小限に抑えるには、データベー

ス管理者だけでなく、関係のあるチーム (アプリケーション、ストレージ、オペレー

ティング システム、ネットワークなど) すべてが連携する必要があります。1 つの

データベースであろうと百万個のデータベースであろうと、テストされたプランなし

でアップグレードしようとすることは、ダウンタイム発生の可能性を大きくすること

につながります。ソフトウェアのメジャー バージョンのアップグレードは、軽く

扱ってはいけません。重要なのは、アップグレードを行う前の状態にシステムを復旧

する適切な手段および手順を用意することです。一般に、これをフォールバック プ

http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/licensing.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
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ランを用意するといいます。  
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プランを立てる際には、時間の管理が重要になります。フォールバック プランの一

環として、"続行" ポイントと "中止" ポイントを設定する必要があります。たとえ

ば、月曜日には業務を実行できるようにシステムが稼働状態になっている必要がある

にもかかわらずアップグレード作業がその予定期間を超過する可能性がある場合は、

代替プランを導入することになります。このため、代替プランの実行にかかる時間を

把握しておく必要があります。代替プランを実行するのに 5 時間かかることがわ

かっていて、月曜日の午前 7 時にシステムが稼働している必要があるとすれば、中

止ポイントは月曜日の午前 2 時ごろになります。"続行" ポイントは手順または項目

がリスト化され、確認することによってアップグレードが実行できる状態であるかど

うかがわかるものになっている必要があります。1 つでも手順の見落としがあると、

後で問題が発生する可能性があります。 

アップグレード プランのテスト 

アップグレード時のダウンタイムを最小化するために行うことができる最善の方法の 

1 つは、アップグレード プランをテストすることです。ほとんどのダウンタイム

は、テストの不足が直接的な原因となって発生しています。テストには、組織全体が

深く関与する必要があります。アップグレード プランをテストする際の負担は、選

択したアップグレード方法とアプリケーションおよび環境の複雑さに応じて決まりま

す。また、ほとんどの問題はアプリケーションに直接影響を及ぼします。 

アップグレードの途中で問題が発生し、プランに欠陥があることがわかったとして

も、その問題が既知のものでない限り、解決する (または簡単に対応する) には手遅

れです。アップグレードを成功させるには、事前に問題を特定したうえで、その問題

を考慮したアップグレード プランを作成するか、あらかじめ問題を解決しておくこ

とが必要になります。アップグレード プランとフォールバック プランをテストする

主な目的は、プロセスの実行に要する時間を大まかに把握することにあります。アッ

プグレード中に予想外の問題が発生し、フォールバック プランを実行した場合、経

営陣が一番知りたいことは、古いバージョンと SQL Server 2012 のどちらであろう

と、使用可能な状態を回復するまでにどれだけ時間がかかるか、ということです。テ

ストを行っていないと、その質問に答えることはできません。そして、経営陣は「わ

かりません」という回答を望まないでしょう。また、すべてのプランにアプリケー

ションのテスト手順が含まれていることも重要です。アップグレードは、単なる 

DBA や IT の課題ではありません。 

テストは、問題が 100% 発生しないことを保証するものではありません。構成の違い

により、運用環境のすべてをテスト環境に複製できるとは限りません (非運用環境に

はクラスターがないなど)。スタンドアロン サーバーに対するテストでは、SQL 

Server 2012 へのアップグレード後にデータベースおよびアプリケーションが動作す

ることを検証できますが、スタンドアロン サーバーに対するアップグレード プロセ

スとクラスターに対するアップグレード プロセスは異なります。包括的なテストに

よって、このような危険性を軽減し、ダウンタイムを短縮することができます。 
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SQL Server 2012 のサーバーおよびインスタンスの準備 

実際のアップグレードの前に次に示すいくつかの作業を済ませておくと、アップグ

レード期間中のダウンタイムを最小限にとどめることができます。 

SQL Server のバージョンを確認する 

ダウンタイムを最小化するための最初の手順として、アップグレードの対象となる

データベースを含むインスタンスが適切な SQL Server バージョンであることを確認

します。アップグレード時になってからソース インスタンスとデータベースが互換

性のないバージョンであることがわかった場合には、アップグレードを取り消す必要

が生じたり、適切な (さらにはテストされていない) 更新プログラムを適用するため

にダウンタイムが増加したりする結果を招くおそれがあります。SQL Server 2012 に

アップグレードできる SQL Server のバージョンについては、第 1 章の「実行可能な

アップグレード パス」を参照してください。 

必要なコンポーネントをインストールする 

SQL Server 2012 を実行するには、Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

(http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=22)、Windows Installer 

(MSI) 4.5 (http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=8483)、 

および .NET Framework 4.0 が必要です。お使いのオペレーティング システムのバー

ジョンによっては、これらの全部または一部をインストールする必要があります。

Windows Server 2008 の場合は、ここに挙げた 3 つをいずれもインストールする必要

があります。Windows Server 2008 R2 の場合、.NET Framework 3.51 は (外部インス

トーラーではなく) Windows で有効になっているオプションのコンポーネントであ

り、MSI 4.5 は既にインストールされているため、注意が必要なのは .NET Framework 

4.0 のみです。Windows 8 Server を実装している場合には、オペレーティング シス

テムで .NET Framework 3.51 を有効にするだけで済みます。 

重要: SQL Server 2012 の AlwaysOn 機能の使用を計画している場合は、少なくと

も .NET Framework 4.0 用の 4.0.2 更新プログラムをインストールすることをお勧

めします。さらに、サポート技術情報の記事「SQL Server 2012 の AlwaysOn 機能

を .NET Framework 3.5 SP1 に提供する更新プログラム」

(http://support.microsoft.com/kb/2654347) に記載されている修正プログラムもイ

ンストールする必要があります。これにより、.NET Framework 3.51 にすべての 

AlwaysOn 機能が提供されます。 

SQL Server 2012 のセットアップは、どの必須コンポーネントが欠落しているかを調

べ、(オペレーティング システムに応じて) コンポーネントをインストールまたは有

効化します。その反面、インストールまたはアップグレードの時間が長くなります。

時間を最小限に抑える方法として、アップグレードを行う前に必要なコンポーネント

をインストールしておくことが挙げられます。アップグレード前に停止期間がある場

合は、これらのコンポーネントのインストールを検討してください。たとえば、サー

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=22
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=8483
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=8483
http://support.microsoft.com/kb/2654347
http://support.microsoft.com/kb/2654347
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バーに .NET Framework 4.0 を配置すると、危険性がある場合にそれを最も小さく抑

えることができます。コンポーネントのインストールには再起動が伴うことがありま

す。これが、システムへの影響を最も小さくするためにこれらの操作が推奨される理

由です。システムを停止する時間を確保できない場合は、SQL Server 2012 のインス

トールまたはアップグレードに必要な時間を考慮してください。 

データベースの正常性を確認する 

SQL Server には、SQL Server データベースの正常性をチェックするための Transact-

SQL (T-SQL) DBCC CHECKDB コマンドが用意されています。データベースが正常であ

れば通常、可用性が高くなります。アップグレードに関連して DBCC CHECKDB を使

用する方法については、「第 2 章 管理ツール」を参照してください。完全な DBCC 

CHECKDB を実行する場合の問題は、一般にそれによってデータベースの可用性が低

下することです。実行に要する時間は、データベースのサイズによって決まります。

通常、利点の方がダウンタイムを上回りますが、サービス レベル契約 (SLA) によ

り、DBCC CHECKDB の実行が禁止されたり設定された期間内での完了が困難になっ

たりする場合があります。 

さらに、アップグレードの結果として問題が発生していないことを確認するために、

データベースを SQL Server 2012 にアップグレードした後に DBCC CHECKDB を実行

することもお勧めします。DBCC CHECKDB を実行すると、アップグレード プロセス

中のダウンタイムが長くなります。アップグレードの前後に DBCC CHECKDB を実行

するのは過剰であると考える人もいますが、それによって得られる安心には、時間を

かけるだけの価値があります。 

SQL Server 2012 Upgrade Advisor を実行する 

SQL Server 2012 Upgrade Advisor は、アップグレード前に問題を検出するために無

料で提供されるツールです。このツールの実行は、第 1 章の「SQL Server 2012 

Upgrade Advisor」に説明されているアップグレード準備フェーズの重要な要素で

す。 

適切な Best Practices Analyzer を実行する 

SQL Server Best Practices Analyzer (BPA) は、現在の配置に関して、アップグレードが

失敗する原因となる問題や後日停止を引き起こす可能性のある問題を発見するための

非常に便利なツールです。詳細については、第 1 章の「SQL Server 2005、SQL Server 

2008、および SQL Server 2008 R2 の Best Practices Analyzer」を参照してください。 

データベースのバックアップを実行する 

アップグレード時にデータを保護するうえでさらに重要なのが、正しいタイミングで

バックアップを行うことです。この重要なトピックについては、第 1 章の「バック

アップの計画」で説明しています。バックアップを何回実行する必要があるかは、

データを復旧する必要があるポイントによって異なります。 
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最後の完全バックアップが作成されるまで、インスタンスまたはデータベースの使用

を停止しないでください。アップグレード プロセス中は、問題が発生した場合に備

えて特定の時点でバックアップを実行することもお勧めします。これにより、アップ

グレード プロセスを最初からやり直す必要がなくなります。たとえば、アップグ

レードされたデータベースを運用環境で使用する前にアプリケーションの変更が発生

し、問題が発生したとします。これらの変更が発生する前の時点でデータベースの

バックアップを作成しておけば、ダウンタイムは発生するものの、18 時間分さかの

ぼって最初のバックアップ、コピー、および復元操作を行うような事態を避けること

ができます。致命的な障害が発生した場合、唯一の復旧方法は適切なバックアップを

使用することです。バックアップを作成しないと、ダウンタイムが長くなることは

あっても、短くなることはほぼありません。バックアップを作成する場合の最大の欠

点はディスク領域を消費するという点ですが、バックアップは不要になった時点で削

除できます。 

すべてのオブジェクトをスクリプト化またはエクスポートする 

インスタンス レベルの保護を提供するフェールオーバー クラスタリングを除き、

SQL Server の高可用性アップグレードでは、データベースの外部にあるオブジェク

トは考慮されません。「第 2 章 管理ツール」および「第 17 章 Integration Services」

では、スクリプトまたは SSIS などのツールを使用してデータベースまたはインスタ

ンス間でオブジェクトを移動する方法について説明しています。移動するオブジェク

トには、インスタンス レベルのログイン、リンク サーバー、SQL Server エージェン

ト ジョブ、ユーザーによって作成されたストアド プロシージャなどがあります。 

ダウンタイムを最小限に抑えるには、アップグレードの前にスクリプトまたは SSIS 

パッケージを準備します。(パスワードなどの) 機密情報が格納されている場合には、

セキュリティで保護します。リンク サーバーなどのオブジェクトが構成されていな

いという理由でアプリケーションが正常に動作しない場合、アップグレードが失敗す

ることがあります。 

この章で説明する高可用性テクノロジをいずれも使用しない場合でも、アップグレー

ドに関連するオブジェクトに対してスクリプトまたは SSIS パッケージを使用するこ

とによって、完全な障害が発生した場合に備えた保険としての効果が得られます。こ

れらのオブジェクトをスクリプト化または元のシステムからエクスポートすることに

は大きな意味があります。これを行うかどうかで、ダウンタイムを一定の時間に抑え

ることができるか、何年も前にシステムの実装を担当したコンサルタントに重要な要

素を覚えているかどうかを尋ねなければならなくなるかが変わります。 

共通コンポーネントをアップグレードする 

ダウンタイムを最小化するもう 1 つの方法は、SQL Server 2012 への実際のアップグ

レードの前に、共通コンポーネントを SQL Server 2012 に必要なバージョンにアップ

グレードする方法です。評価を十分に実施したうえで、新しい要素によって現在の運

用環境が不安定なったりダウンタイムが発生したりすることがないとの合理的な確信

が得られない限り、アップグレードをインストールしないでください。 
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フルテキスト検索 

「第 6 章 フルテキスト検索」では、SQL Server 2012 からデータベース エンジンに統

合されているフルテキスト検索のアップグレード方法について説明しています。クラ

スター化された SQL Server 2005 インスタンスからのアップグレードでは、SQL 

Server のリソース グループにフルテキスト専用のクラスター リソースがありませ

ん。これは想定されている動作です。クラスター化の有無を問わずどのような配置で

あっても、フルテキスト インデックスを使用する場合には、アップグレードの対象が

さらに増えます。ダウンタイムが必要になるため、それに応じてプランを立ててくだ

さい。 

レプリケーション 

クラスター化された SQL Server 2005 インスタンスからアップグレードする場合は、

レプリケーションが構成されていない可能性があります。SQL Server 2012 では、使

用しない場合でもレプリケーションが機能として自動的にインストールされます。レ

プリケートされたデータベースのアップグレードに関する詳細については、この章の

後の「レプリケートされたデータベースのアップグレード」を参照してください。 

サービス アカウント 

インプレース アップグレードの間は、既存のインスタンスのサービス アカウントを

変更することを求めるメッセージは表示されません。つまり、既存のサービス アカ

ウントがあれば、SQL Server 2012 でも使用されることになります。これらのアカウ

ントにアクセスでき、そのパスワードを知っているユーザーには、新しい SQL 

Server 2012 のインスタンスへの完全なアクセス権が与えられます。この点に関して

心配がある場合には、SQL Server 2012 のアップグレードされたインスタンスに対し

て既存のアカウントを使用しないことをお勧めします。解決策としては、各サーバー

上で適切な特権を持つ新しいドメイン ベースのサービス アカウントを作成する方法

があります。アップグレード後、SQL Server 構成マネージャー (「第 5 章 データベー

ス セキュリティ」で説明します) を使用して、これらの新しいアカウントを使用する

ように新しくアップグレードされたサービスを更新します。 

管理ツールおよびユーティリティ 

アップグレード後は、SQL Server 2012 のインスタンスの管理には SQL Server 2012 

ツールおよびユーティリティのみを使用してください。これには、SQL Server 2012 

の適切なバージョンが現在のエコシステム内にインストールされている必要がありま

す。場合によっては SQL Server の以前のバージョンを引き続き管理することが必要

になることもあります。そこで、SQL Server の特定のバージョンに最適な環境を確

保するために、SQL Server Management Studio (SSMS) で複数のバージョンを用意す

ることが必要になる場合があります。 

注: SQL Server 2012 へのインプレース アップグレードでは、従来のバージョンの 

SQL Server の既存の管理ツールが削除されることはありません。アップグレード

した後で従来のツールが残っていた場合、不要であればアンインストールしてく
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ださい。 

フェールオーバー クラスター インスタンスのアップグレード 

ここでは、既存の SQL Server 2005、SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2 のフェー

ルオーバー クラスタリング インスタンス (FCI) を SQL Server 2012 にアップグレード

する際の注意点と、アップグレードの手順について説明します。ただし、これは 

SQL Server 2012 フェールオーバー クラスタリングに関する正式なホワイト ペー

パーではありません。 

フェールオーバー クラスターのアップグレードの詳細については、SQL Server 2012 

オンライン ブックの「SQL Server フェールオーバー クラスターのアップグレード」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms191009(v=sql.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

SQL Server 2012 フェールオーバー クラスタリングにおける機能の変更 

SQL Server 2012 のフェールオーバー クラスタリングの動作は、SQL Server 6.5 以降

と基本的に同じであり、WSFC に基づくフェールオーバーによって可用性を実現しま

す。しかし、SQL Server 2012 の新規インストールとアップグレードのプロセスは 

SQL Server 2005 と大きく異なります (SQL Server 2012 と SQL Server 2008 および 

SQL Server 2008 R2 は同じプロセスを使用します)。SQL Server 2005 では、1 回のパ

スですべてのノードを構成します。SQL Server 2012 では、すべてのノードのすべて

のインスタンスを個別にインストールまたはアップグレードする必要があります。新

しい FCI をインストールする場合、SQL Server インスタンスに対してメインのインス

トール プロセスを 1 回実行します (これは "最初のノードのインストール" とも呼ば

れます)。それ以降のインストール作業は、ノードの追加になります。インプレース 

アップグレードの場合も、アップグレード プロセスは各ノードで実行します。詳細

については後ほど説明します。 

表 1 に、ノード数が 2 ～ 4 個、SQL Server インスタンス が 1 ～ 4 個の場合に実行さ

れるインストール プロセスの数を示します。 

表 1: 必要なインスタンスの数に対するノードあたりのインストール プロセス数また

はアップグレード プロセス数 

 1 つのインスタンス 2 つのインスタンス 3 つのインスタンス 4 つのインスタンス 

2 つのノード 2 4 6 8 

3 つのノード 3 6 9 12 

4 つのノード 4 8 12 16 

この数に驚く人もいるでしょうが、インストール方法がこのように変更されたのは、

安定性の強化、信頼性の向上、きめ細かい管理の実現という重要な目標を達成するた

めです。インプレース アップグレードに関しては、ローリング方式で一度に 1 ノー

ドずつインスタンスをアップグレードできるため、アプリケーションとデータベース

の可用性が向上し、アップグレード時のダウンタイムを最小限に抑えることができま

す。他のノードおよびインスタンスに関連する個々のコンポーネントは個別にアップ

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms191009(v=sql.110).aspx
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グレードできます。 

もう 1 つの重要な機能変更は、Windows Server 2008 環境または Windows Server 2008 

R2 環境下で新しいフェールオーバー クラスタリング インスタンスを実装する場合、

SQL Server 2012 では SQL Server 2005 で導入されたドメイン グループが不要であるこ

とです。SQL Server 2012 では、サービス アカウントに加えてサービス SID を使用しま

す。サービス SID については、Cyril Voisin 氏のブログのセキュリティに関するエント

リ「サービスごとの SID」(http://blogs.technet.com/b/voy/archive/2007/03/22/per-

service-sid.aspx) を参照してください。 

オペレーティング システムのバージョンと SQL Server 2012 フェール

オーバー クラスタリング 

SQL Server 2012 へのアップグレードを総合的に実施する中で、ハードウェアとオペ

レーティング システムをアップグレードする場合もあります。SQL Server 2005 から

のアップグレードでは、ほとんどの場合、現状で Windows Server 2003 が使用され

ているでしょう。Windows Server 2003 は既にメインストリーム サポートから除外

されており、SQL Server 2012 でもサポートされていません。Windows Server 2008 

R2 または Windows Server 2008 SP2 SP1 以降を使用する必要があります。 

Windows Server 2008 SP2 のメインストリーム サポートは、SQL Server 2012 のライ

フサイクル中に終了する予定です。Windows Server 2008 R2 SP1 以降を使用して配

置することを強くお勧めします。お住まいの地域でのサポート期間については、マイ

クロソフト サポート ライフサイクル Web サイト 

(http://support.microsoft.com/lifecycle/#tab0) をご確認ください。 

注: Windows Server 8 は本文書の作成時点ではベータ バージョンであり、SQL 

Server 2012 に関する正式なサポートは発表されていません。Windows Server 8 

の WSFC では数多くの機能が強化されているので、SQL Server の配置に使用する

ことを検討してもよいでしょう。Windows Server 8 と SQL Server 2012 のサポー

トに関する正式な発表をお待ちください。 

ハードウェアとオペレーティング システムの両方を同時にアップグレードする場

合、新しいハードウェアに対してサイド バイ サイド アップグレードを実行してか

ら、適切な方法を使ってデータベースを移行する必要があります。現状のハードウェ

アも Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 (配置するバージョン) に

対応することがロゴで保証されている場合、WSFC クラスターについてはインプレー

ス アップグレードを実行できません。この場合、オペレーティング システムを完全

に再インストールする (新規の SQL Server 2012 を上書きインストールする) 必要があ

ります。この理由に加え、フォールバック プランを確保する意味でも、新しいハー

ドウェアを使用してアップグレードすることを強くお勧めします。 

同じ WSFC クラスター間、または異なる WSFC クラスター間でのサイド バイ サイド 

アップグレードでは、新しいクラスター化されたインスタンスのために専用のディス

http://blogs.technet.com/b/voy/archive/2007/03/22/per-service-sid.aspx
http://support.microsoft.com/lifecycle/#tab0
http://support.microsoft.com/lifecycle/#tab0
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ク領域が新たに必要になるだけでなく、新しい SQL Server 2012 FCI 用に新しい IP ア

ドレスと名前も必要になります。  
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注: WSFC にはクラスターの移行ウィザードがありますが、SQL Server については

使用できません。古いクラスター構成を解除する前に、すべてを適切にバック

アップしてください。 

Windows Server 2008 R2 SP1 以降を使用している場合、SQL Server 2012 が、初めて 

Windows Server Core をサポートする SQL Server となります。Windows Server Core 

は "機能を必要最小限に絞った" Windows です。ユーザー インターフェイスを持た

ず、操作にはコマンド ラインを使用し、実行できるソフトウェアも限られていま

す。Windows Server Core には、潜在的な安全性が高く、適用が必要な修正プログラ

ムも少なくできるなどの利点があります。アップグレードの際に既存の Windows を 

Windows Server Core に変換することはできません。新規のハードウェアを用意する

必要があります。 

Windows および SQL Server 2012 フェールオーバー クラスタリングでの重要な変更 

Windows Server 2003 を使用したクラスタリングしか扱った経験がない場合、

Windows Server 2008 以降では数多くの新機能が追加されているため、そのような機

能を理解しておく必要があります。SQL Server 2012 にも、注意が必要な改良点がい

くつかあります。 

Windows Server 2008 以降には、以下のフェールオーバー クラスタリング機能があ

ります。 

 Windows Server 2008 以降の WSFC では、古い Windows Server Catalog およ

びその内部に定義されたクラスター ソリューションの制限を受けなくなりま

した。Windows Server 2008 には、クラスター検証と呼ばれるプロセスが組み

込まれています。その仕組みは単純です。ハードウェアがテストに合格する

と、クラスターを構成できます。そのハードウェアが、配置する予定のバー

ジョンのオペレーティング システムの対応ロゴを取得していれば、クラス

ターがサポートされていると見なされます。検証が失敗した場合、クラスター

はサポートされないクラスターまたは無効なクラスターと見なされます。一部

のテストは無効にできるため、クラスター検証を回避することもできますが、

そのようなことは行わないでください。 

この機能を使用して不揃いのハードウェアを複数組み合わせて、有効なクラス

ターを作成することは避けてください。サーバーのブランドや種類が共通して

いるなど、類似したノードを使って構成することをお勧めします。導入担当者

にとって最も重要な変更点は、Windows Server 2008 を使用したクラスター用

に認定されているドライバーについては、他のハードウェア ベンダーに適切

な情報を提供してもらう必要があることです。 

Windows Server 2008 および Windows Server 2008 R2 の WSFC クラスターの

サポート ポリシーについては、サポート技術情報の記事「Windows Server 

2008 フェールオーバー クラスターに関するマイクロソフト サポート ポリ

シー」(http://support.microsoft.com/kb/943984) でわかりやすく解説されてい

ます。同様に、クラスターに関する SQL Server サポート ポリシーも理解して

http://support.microsoft.com/kb/943984
http://support.microsoft.com/kb/943984
http://support.microsoft.com/kb/943984
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いる必要があります。このポリシーについては、サポート技術情報の記事

「Microsoft クラスタリングに関する Microsoft SQL Server サポート ポリ

シー」(http://support.microsoft.com/kb/327518) を参照してください。 

重要: クラスターの検証で、基になる WSFC にエラーがないことを必ず確

認してください。SQL Server 2012 のセットアップは、この検証でエラーが

検出されないことが前提になっています。エラーが検出された場合、セッ

トアップが中止されます。 

 Windows Server 2008 および Windows Server 2008 R2 のフェールオーバー ク

ラスタリングでは、クラスター ノードに対して複数のサブネットを使用する

ことがネイティブ サポートされます。 

 Windows Server 2008 R2 では、コマンド ラインで cluster.exe を実行すること

は推奨されません。Windows Server 2008 R2 では、cluster.exe と同じ機能を

持つ PowerShell コマンドレットが導入されています。 

 クォーラムに、ミラーリング監視の概念が取り入れられました。クォーラム 

モデルは次の 4 つです (Windows Server 2003 では最初の 2 つ)。 

o マジョリティなし。古いディスク ベースのクォーラムと同じで、ミ

ラーリング監視ディスクが単一障害点になります。 

o ノード マジョリティ。これは、従来のマジョリティ ノード セット 

クォーラムと同じで、ノード数の半数から 1 を引いた数のノードを障

害として許容できます (数は切り上げて計算されます)。たとえば、 

2 ノードの場合は、障害は許容されません。3 ノードおよび 4 ノードの

場合は、1 つのノード障害が許容されます。5 ノードの場合、2 つの

ノードの障害が許容されます。ノード マジョリティは、奇数個のノー

ドに適しています。 

o ノードおよびディスク マジョリティ。これは、ミラーリング監視ディス

クとノードのマジョリティを組み合わせたもので、より強固な保護が提

供されます。ミラーリング監視ディスクが使用できる場合、ノード数の

半数の障害が許容されます (数は切り捨てて計算されます)。ミラーリン

グ監視が使用できない場合、ノード数の半数から 1 を引いた数の障害が

許容されます (数は切り上げて計算されます)。たとえば、2 ノードの場

合、ミラーリング監視が使用できるときは 1 ノードの障害が許容されま

すが、ミラーリング監視が使用できないときは障害は許容されません。 

o ノードおよびファイル共有マジョリティ。ノードおよびディスク マ

ジョリティと同様、ミラーリング監視ディスクではなくファイル共有が

使用されます。これは、地理的に分散したクラスターに適しています。 

 SQL Server 2012 では Microsoft 分散トランザクション コーディネーター (DTC) 

をクラスター化する必要はありませんが、必要であればクラスター化できま

す。また、1 つのクラスターに複数の DTC を設定できるため、必要に応じて 1 

つの SQL Server インスタンスに専用の DTC を割り当てることもできます。 

http://support.microsoft.com/kb/327518
http://support.microsoft.com/kb/327518
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 Windows Server 2008 および Windows Server 2008 R2 と共存して SQL Server 

2012 を導入するには、すべてのクラスター ノードが同じドメインに属してい

る必要があります。 

 プライベート ネットワーク (ハートビートとも呼ばれます) はユニキャストに

なりました。 

 すべてのディスクがダイナミック ディスクではなくベーシック ディスクであ

る必要があります。ただし、GUID パーティション テーブル (GPT) のディスク

については、2 TB を超えるサイズがサポートされます。 

 クラスター アドミニストレーターは非推奨となり、削除されました。管理

ツールは、Microsoft 管理コンソール (MMC) スナップインとなりました。こ

のスナップインの名称は、Windows Server 2008 では "フェールオーバー クラ

スター管理"、Windows Server 2008 R2 では "フェールオーバー クラスター マ

ネージャー" になっています。 

 Windows Server 2008 フェールオーバー クラスターを適切にインストールす

るには、ローカル管理者権限を持ち、ドメイン内にオブジェクトを作成する権

限を持つドメイン アカウントを各ノードで指定する必要があります。インス

トール後は、このドメイン アカウントは管理の目的でのみ使用され、WSFC 

自体を実行するために使用されることはありません。 

SQL Server 2012 のフェールオーバー クラスタリングに関する機能強化 

SQL Server 2012 でフェールオーバー クラスタリング機能に加えられた主要な変更点

を次に示します。 

 tempdb をローカル ノードに構成できます (たとえば、C:¥tempdb)。このパス

はすべてのノードで同じである必要があります。これは、アップグレード時に

構成することはできません。 

 SQL Server 2012 は、Windows Server 2008 で導入されたネイティブ マルチサ

ブネット クラスタリングをサポートしています。これは、アップグレード プ

ロセス中に構成することはできません。 

 SQL Server 2012 では、新しい正常性チェック モデルが導入されています。"

重量級" クラスター専用のチェックに、リソース DLL の中で SELECT 

@@SERVERNAME を使用する代わりに、sp_server_diagnostics を使用しま

す。インスタンス内の状況に基づいて処理する "柔軟なフェールオーバー ポリ

シー" と呼ばれるポリシーを構成できるようになりました。このポリシーで

は、状況に応じてフェールオーバーをトリガーします。詳細については、SQL 

Server 2012 オンライン ブックの「フェールオーバー クラスター インスタン

スのフェールオーバー ポリシー」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ff878664%28SQL.110%29.aspx) を参照してください。 

 SQL Server 2012 では、FCI でのサーバー メッセージ ブロック (SMB) 共有がサ

ポートされました。この機能により、SMB 共有を使用してデータベースを配

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff878664(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff878664(SQL.110).aspx
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置できます。これは、インプレース アップグレードの際には構成できませ

ん。 

 間接チェックポイントを使用した高速フェールオーバーが可能になりました。

間接チェックポイントは、既定で無効になっています。均等な I/O スループッ

トを実現するには、適切なディスク サブシステムが必要になります。詳細に

ついては、SQL Server 2012 オンライン ブックの「データベース チェックポ

イント (SQL Server)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms189573%28v=SQL.110%29.aspx) を参照してください。 

SQL Server 2005 フェールオーバー クラスターを SQL Server 2012 に

アップグレードする場合の考慮事項 

前に説明したオペレーティング システムの潜在的問題点に加えて、インスタンス ID 

についても注意する必要があります。SQL Server 2008 より前のバージョンでは、イ

ンスタンス ID は固定値でした。SQL Server 2005 では、インスタンス ID は構成でき

ませんでした。図 1 では、インスタンス ID が MSSQL.1 となっています。SQL Server 

をアップグレードする際に、新しいインスタンス ID を選択する必要があります。既

定では、既定のインスタンスについては MSSQLSERVER が使用され、名前付きイン

スタンスについては名前付きインスタンスの一部 (スラッシュ以降の部分) が使用さ

れます。任意のインスタンス ID を指定できますが、識別しやすい ID にすることが

重要です。また、すべてのノードで同じインスタンス ID を使用してください。 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms189573(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms189573(v=SQL.110).aspx


162 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

図 1: SQL Server 2005 アップグレードのインスタンス ID の例 

SQL Server 2008 および SQL Server 2008 R2 と同様に、SQL Server 2012 では、

64 ビット Windows の Windows On Windows 64 (WOW64) 機能を利用して 32 ビッ

トのフェールオーバー クラスタリング インスタンスをインストールすることはでき

ません。SQL Server 2005 では、これが技術的に可能でした (ただし推奨されません

でした)。現状でそのような配置になっている場合、WOW64 ベースの SQL Server 

2005 フェールオーバー クラスターから SQL Server 2012 へのインプレース アップグ

レードはサポートされません。WOW64 ベースの SQL Server 2005 フェールオーバー 

クラスターが配置されている場合に同じ WSFC クラスター上で SQL Server 2012 に

アップグレードするには、サイド バイ サイドの方法を使用する必要があります。 

もう 1 つ注意が必要なのは、SQL Server 2008 以降、フルテキストがデータベース エ

ンジンに統合されたことです。SQL Server 2005 では、図 2 に示すように、クラス

ター内にフルテキスト専用のリソースが用意されていました。アップグレードする

と、図 3 に示すように、フルテキスト リソースは表示されなくなります。 

 

図 2: アップグレード前の SQL Server 2005 FCI のリソース グループ 
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図 3: SQL Server 2005 から SQL Server 2012 へのアップグレード後の FCI のリソース 

グループ 

SQL Server 2008 または SQL Server 2008 R2 を SQL Server 2012 に

アップグレードする場合の考慮事項 

SQL Server 2008 または SQL Server 2008 R2 から SQL Server 2012 へのアップグレー

ドに関して、クラスターに関する特定の考慮事項はありません。このシナリオでは、

すべてのバージョンに該当する一般的な条件が適用されます。 

SQL Server 2012 のプレリリース バージョンを RTM にアップグレード

する場合の考慮事項 

メジャー バージョンの SQL Server でプレリリース バージョン製品からのアップグ

レードがサポートされたのは、SQL Server 2012 が初めてです。注意が必要な考慮事

項は 1 つだけです。SQL Server 2005 と同様、インスタンス ID の指定方法に注意し

てください。MSSQL11.<instance_id> は既に使用されているため、新しいインスタ

ンス ID を指定するよう求められます。既定では、インスタンス ID に 2100 (SQL 

Server 2012 RTM のビルド番号) を付加した値が使用されます。同じ WSFC クラス

ターの既存のインスタンス ID を使用することはできません。厳格な名前付け規則を

使用する一部の環境で問題になる可能性があるためです。プレリリース バージョン

と同じインスタンス ID を使用する必要がある場合は、プレリリース バージョンを

アンインストールしてから新しいインスタンスをインストールして同じハードウェ

アを使用するか、新規の WSFC クラスターに新しい SQL Server 2012 インスタンス
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をインストールしてそのインスタンス ID を使用します。"修正された" インスタンス 

ID の例を図 4 に示します。 

 

図 4: SQL Server 2012 のプレリリース バージョンから RTM へのアップグレードにお

けるインスタンス ID の例 

SQL Server 2012 へのフェールオーバー クラスタリング インスタンス

のアップグレード 

SQL Server 2005、SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2、プレリリース バージョン

の SQL Server 2012 のフェールオーバー クラスタリング インスタンスを SQL Server 

2012 RTM にアップグレードするプロセスも同じです。アップグレードはコマンド ラ

インまたはセットアップのインターフェイスから実行できます。ここでは、これらの

オプションについて説明し、検討が必要な重要な要素を示します。 

ヒント: クラスター化されたインスタンスを新規インストールした後で別の方法

を使用してデータベースをアップグレードするには、「SQL Server フェールオー

バー クラスターのインストール」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/hh231721.aspx) の指示に従ってください。 

アップグレード プロセス中のインスタンスのフェールオーバー動作 

クラスター化されたインスタンスがアップグレード プロセス中にフェールオーバー

した場合、どのように処理されるかを理解することが重要です。既定では、SQL 

Server のセットアップによってすべて自動的に処理されます。2 つのノードと 1 つの

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh231721.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh231721.aspx
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インスタンスのみが存在する場合は、これで問題ありません。しかし、ノードとイン

スタンスが複数ある場合は、ノード間でインスタンスを移動する方法とそのタイミン

グを制御することをお勧めします。 

クラスター化されたインスタンスのアップグレードは、新規インストールと同様に、

インスタンスごと、およびノードごとに実行します。つまり、1 回のアップグレード

は 1 つのノードの特定のインスタンスにのみ適用されます。唯一の例外は複数のイ

ンスタンスがある場合で、すべての共有コンポーネント (リソース DLL を含む) が

アップグレードされます。アップグレードされないインスタンスに固有のバイナリは

更新されません。ただし、リソース DLL は更新されるため、リソース DLL が置き換

えられた後でそのインスタンスを別のノードに移動するか、オフラインにする必要が

あります。エンド ユーザーへの影響を抑えるために、会社だけでなくアプリケー

ションの所有者ともサービス停止について話し合う必要があります。ただし、リソー

ス DLL が置き換えられた後は、他にロックされているファイルが存在していない限

り、そのノード上で実行される可能性があるインスタンスの数に関係なく、ほとんど

の場合は再起動を実行する必要がありません。 

SQL Server インスタンスをアップグレードする際に別の FCI が既にそのノードで実行

されている場合、リソース DLL の置き換えが行われた後で、図 5 に示すように他の

インスタンスがオフラインになる可能性があります。フェールオーバーを制御する必

要があるのは、そのためです。この例では、SQL Server 2005 インスタンス 

(UPGINS1¥SQL2K5) が実行されていたノード上のインスタンス SQL2K12RC0 がアッ

プグレードされました。これは、図 6 に示すように、アップグレード ルールによっ

ても検出されます。 

 

図 5: アップグレードの実行後にリソース DLL が原因で別のインスタンスが停止する 
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図 6: アップグレード ルールのチェック後にリソース DLL が置き換えられることが通

知される 

フェールオーバーできるかどうかは、WSFC クラスター内でのインスタンスのネット

ワーク名リソースによって決まります。具体的には、特定のノードをネットワーク名

の実行可能な所有者に指定でき、そこに SQL Server が適切にインストールされてい

る場合に、そのノードにフェールオーバーできます。SQL Server が適切にインス

トールされていても、ノードが実行可能な所有者でなければ、フェールオーバーを実

行できません。ノードにフェールオーバーできない例を図 7 に示します。 

 

図 7: FCI のリソースを別のノードに移動できないことを示すエラー メッセージ 
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実行可能な所有者は、ネットワーク名リソースの [詳細なポリシー] タブに表示され

ます。図 8 の例では、この WSFC クラスター内のすべてのノードが SQL Server を所

有できる可能性があります。 

 

図 8: ネットワーク名リソースの実行可能な所有者 

アップグレードの際にセットアップで使用されるロジックでは、リソースを所有して

いない複数のノードをアップグレードする場合、そのノードの中でアップグレードす

るノードの数が 50% 以上になると、SQL Server インスタンスを所有するノード上で

インストーラーを実行すると自動的にフェールオーバーが開始されます (図 9)。サー

ビスの停止について関係者と調整済みであれば、これは問題になりません。しかし、

サービスの停止を予告しなかった場合は、SQL Server が稼働していることを想定し

ているユーザーにとって問題となる可能性があります。インスタンスのフェールオー

バー先のノードの選択は、WSFC クラスターのロジックによって制御されます。この

選択は、SQL Server リソース グループに設定された優先所有者だけでなく、実行可

能な所有者であるノードにも影響されます。複数のインスタンスがある環境や、ミッ

ション クリティカル性の高い環境では、この動作を手動で制御することをお勧めし

ます。その方法はいくつかあります。最も簡単な方法は、ネットワーク名リソースの

実行可能な所有者を手動で変更することです。SQL Server リソースを所有していな

いノードを、アップグレードの前に、実行可能な所有者として削除します。前の図で

示したタブで、ノード名の横にあるチェック ボックスをオフにします。図 10 に例を

示します。 
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図 9: セットアップ中にインスタンスがアップグレード済みのノードにフェールオー

バーされる 

 

図 10: アップグレードを行うために UPGNODE2 を実行可能な所有者として削除する 
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スクリプトを使用して同じタスクを実行する場合は、cluster.exe または PowerShell 

を使用できます。cluster.exe は Windows Server 2008 R2 から非推奨になったため、

できる限り PowerShell を使用してください。最初に、SQL Server インスタンスの

ネットワーク名リソースの名前と、最終的にフェールオーバーを実行できるリソース 

グループを調べます。図 11 に cluster.exe の使用例、図 12 に PowerShell の使用例を

示します。 

 

図 11: cluster.exe を使用した WSFC クラスター内のリソースの一覧の取得 

 

 

図 12: PowerShell を使用した WSFC クラスター内のリソースの一覧の取得 

cluster.exe を使用してリソースの実行可能な所有者を変更するには、/listowners を使

用して、ネットワーク名リソースの現在の所有者をすべて表示します。/removeowner 

を使用してノードを削除し、/addowner を使用してノードを実行可能な所有者として

追加します。リソース グループのフェールオーバーを制御するには、/move オプショ

ンを使用してインスタンスの移動先のノードを指定します。これらの操作の例を図 13 

に示します。 
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図 13: cluster.exe を使用して実行可能な所有者を変更してからリソース グループを

フェールオーバーする例 

PowerShell を使用してリソースの実行可能な所有者を変更するために、Get-

ClusterOwnerNode コマンドレットでパイプを使用してリソースを渡すことで、 

実行可能な所有者を表示します。実行可能な所有者を変更するには、 

Set-ClusterOwnerNode コマンドレットに -Owners パラメーターを指定し、その後に

ノードをコンマで区切って指定します。これは cluster.exe の動作とは異なり、ここで

指定したノードが絶対のものになります。単純に追加したり削除したりすることはで

きません。リソース グループのフェールオーバーを制御するには、Move-ClusterGroup 

コマンドレットに -Node パラメーターを指定して、グループの移動先のノードを指

定します。以上のコマンドレットの例を図 14 に示します。 



171 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

 

図 14: PowerShell を使用して実行可能な所有者を変更してからリソース グループを

フェールオーバーする例 

複数のインスタンスを含むクラスターを使用した配置をアップグレードする場合の

注意点 

前のセクションで説明したように、複数のインスタンスを持つクラスターをアップグ

レードすることは困難です。それは、アップグレード対象のインスタンス以外にも影

響が及ぶ可能性があるためです。そのため、計画と調整を慎重に行う必要がありま

す。まだ SQL Server 2012 にアップグレードしないインスタンスも、いずれかの時点

でサービス停止による影響を受けます。ここでは、2 つのノードに 2 つの SQL Server 

インスタンスがあるクラスターの例を使って説明します。一方のインスタンスは SQL 

Server 2005 SP4、もう一方のインスタンスは SQL Server 2008 SP3 です。この例で

は、図 15 に示すように、各ノードで 1 つずつインスタンスが実行されているとしま

す。 

 

図 15: クラスターの初期状態 

注: ノードが 2 つの場合、データを移動する余裕があまりないため、サービスが

複数回停止する可能性があります。サービスの停止予定について、会社、アプリ

ケーションの所有者、およびエンド ユーザーと調整する必要があります。フェー

ルオーバー専用ノードを用意するのは、このような状況を避けて柔軟に対応でき

るようにするためです。 

既に説明したように、アップグレードを実行すると、すべてのインスタンスで共有さ

れているリソース DLL が置き換えられます。どちらのノードから開始する場合でも、

ノード上で既に実行されている FCI をもう一方のノードに移動する必要があります。こ

のとき、1 つのノード上で両方のインスタンスを問題なく実行できるだけの容量がある

ことも必要です。容量が少なければ、アップグレードが困難になる場合があります。 
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この例では、インスタンス 2 (SQL Server 2005) から開始します。このインスタンス

をもう一方のノードにフェールオーバーします。フェールオーバーが実行された後

で、SQL Server 2005 インスタンスをアップグレードします。同時に、すべての共有

コンポーネントがアップグレードされ、SQL Server 2008 インスタンスもその影響を

受けます。図 16 に、このときのクラスターの状態を示します。 

 

図 16: 一方のノードで SQL Server 2005 がアップグレードされる 

この時点では、一方のノードで 2 つのインスタンスが実行され、そのうち 1 つのイン

スタンスのアップグレードが進行中になっています。SQL Server 2005 インスタンス

の SQL Server 2012 へのアップグレードを完了するには、もう一方のノードにフェー

ルオーバーさせる必要があります。SQL Server 2005 インスタンスと SQL Server 2008 

インスタンスを同時にアップグレードする場合、FCI を所有していないノード上で 

SQL Server 2008 インスタンスをアップグレードする方法が (特に時間の面で) 最適か

もしれません。この時点で、クラスターは図 17 に示す状態になっています。 

 

図 17: 一方のノードで SQL Server 2008 がアップグレードされる (もう一方のノード

はアップグレード完了) 

一方のノードは SQL Server 2012 へのアップグレードが完了しているため、次の 2 つ

の処理が実行される必要があります。 

1. アップグレード プロセスの途中のインスタンスは、内部コンポーネントを

アップグレードするために、アップグレード済みのノードにフェールオーバー

する必要があります。 

2. アップグレードされていないノード上のバイナリをアップグレードする必要が

あります。 
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前に説明したように、このプロセスは手動で制御することも、自動的に実行すること

もできます。アップグレード済みのノード数が "臨界点" に達すると、インスタンスが

自動的に有効なノードにフェールオーバーされますが、意図した場所にホストされな

い可能性もあります。この例の場合は、ノードが 2 つしかなく、インスタンスの

フェールオーバー先が 1 つに限られるため、この問題を考慮する必要はありません。 

この例では、最初に SQL Server 2005 をアップグレードします。ただし、前に説明した

ように、リソース DLL を置き換える必要があるため、SQL Server 2008 インスタンスが

影響を受けます。そこで、両方のインスタンスをもう一方のノードにフェールオー

バーすることで、両方のインスタンスをアップグレードすることをお勧めします。ク

ラスターは図 18 のようになり、1 番目のノードをアップグレードする準備が整いま

す。 

 

図 18: 両方のインスタンスを手動でフェールオーバーして内部アップグレードを完了

する 

この時点で、動作中の SQL Server 2012 インスタンスが 2 つになります。このインス

タンスを運用環境に供用する前にテストを実行して、アプリケーションが正常に動作

することを確認できます。これは、FCI を所有していないノード上のインスタンスを

アップグレードするときに実行できます。技術的には、アプリケーションが検証され

たらアップグレード作業が完了したと見なすこともできますが、通常はすべてのノー

ドでアップグレードを実施した後でフェールオーバーをテストし、アップグレード後

も変化がないことを確認することをお勧めします。フェールオーバーを実行できるよ

うになったと思いきや、数週間後にフェールオーバー プロセスに問題があったこと

が発覚するような状況は、避けたいものです。 

この例は比較的単純でしたが、サービスが複数回停止する可能性があります。インス

タンスを別々にアップグレードしていたら、もう一方のインスタンスに影響を与えた

ことでしょう。WSFC と FCI の構成が複雑になるほど、アップグレードが困難になり

ます。計画の際にはこの点に注意してください。 

アップグレード前の作業 (セットアップまたはコマンド ライン) 

クラスター化されたインスタンスを SQL Server 2012 にアップグレードする前に、 

次の作業を行う必要があります。  
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3. 前に説明したサポート技術情報の記事を参照して、基になる Windows クラス

ターが標準のベスト プラクティスに従って適切に構成されていることと、完

全にサポートされるクラスターであることを確認します。 

4. 必要に応じて、SQL Server 2012 用のセキュリティ アカウントをドメインに作

成します。アップグレード中はサービス アカウントを変更できないため、

アップグレードの後で古いセキュリティ アカウントを SQL Server 2012 用の

アカウントに変更することをお勧めします。このステップは省略可能です。 

5. すべてのログにエラーが記録されていないこと (SQL Server を含む)、すべての

リソースを各ノードにフェールオーバーできること、およびすべての名前と 

IP アドレスにアクセスできることを確認します。場合によっては、この作業

はエンド ユーザーに影響を与えない時間帯に実施する必要があります。この

作業の目的は、SQL Server 2012 のインストールを実行する前にフェールオー

バー クラスターが正常に動作していることの確認です。既にフェールオー

バーを検証している場合は、省略してもかまいません。 

6. アップグレードの実施前にサービスの停止が予定されている場合は、SQL 

Server 2012 に必要なコンポーネントがノードにインストールされていること

を確認することをお勧めします。これにより、アップグレード プロセスの所

要時間を短縮できます。たとえば、既に Window Server 2008 R2 SP1 上で SQL 

Server 2008 R2 を使用している場合、インストールが必要なコンポーネント

は .NET Framework 4.0 のみです。 

フェールオーバー クラスタリング インスタンスのインプレース アップグレード 

ここでは、クラスター化された SQL Server インスタンスのアップグレード中に発生

する特定の操作について、プロセス全体を説明します。そのため、ここではアップグ

レード プロセスにおいて重要なセットアップ画面のみを示します。セットアップ プ

ログラムを使用してインプレース アップグレードを行う手順については、SQL 

Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server フェールオーバー クラスター インス

タンスのアップグレード (セットアップ)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms191295(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

1. クラスター化された SQL Server インスタンスを現在所有しているノードを最

初にアップグレードする必要があります。これにより、SQL Server に領域が

確保され、インスタンスを適切なタイミングでフェールオーバーできるように

なります。この時点で SQL Server の内部アップグレードが実行されますが、

このときの停止時間はごく短いものです。このプロセスにより、アップグレー

ド プロセスに伴うダウンタイムを最小限に抑えることができます。アップグ

レードに伴うダウンタイムを最小限に抑えるには、インスタンスをホストする

可能性があるノードのうち、現時点でアップグレードするインスタンスを所有

していないノードをすべてアップグレードする必要があります。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms191295(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms191295(v=sql.110).aspx
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現時点でそのインスタンスを所有しているノードをアップグレードしようとす

ると、[クラスター アップグレード レポート] ダイアログ ボックスが表示され

たときに、図 19 に示すメッセージが表示されます。アップタイムを最大限に

確保することを目指している場合、これは予定外のダウンタイムが発生するこ

とを予告するメッセージと言えます。 

 

図 19: インスタンスの所有ノードをアップグレードしようとした場合に表示さ

れるメッセージ 

2. アップグレード プロセスの最初に、そのノード上でアップグレードするイン

スタンスを選択する必要があります。インストールされているインスタンスが 

1 つのみの場合、図 20 に示すようなダイアログ ボックスが表示されます。複

数のインスタンスがある場合は、図 21 に示すように [インストール済みのイ

ンスタンス] テーブルにインスタンスが表示されます。ボックスの一覧を使っ

て、アップグレードするインスタンスを選択できます。アップグレードの対象

となるインスタンスが 1 つしかない場合、ボックスの一覧で他のインスタン

スを選択することはできません。 

 

 

図 20: アップグレードの対象となるインスタンスが 1 つの場合 
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図 21: アップグレードするインスタンスの選択 

 

3. 前に説明したように、元の SQL Server のバージョンに関係なく、アップグ

レードしたインスタンスに新しいインスタンス ID を入力するか、既定値をそ

のまま使用する必要があります。インスタンス ID の前に付加されるプレ

フィックスは MSSQL11 に変更されます。たとえば、インスタンス ID が 

MYSQLINS の場合、ファイル システム上では MSSQL11.MYSQLINS として表

示されます。 

重要: インスタンスのアップグレードの際には、すべてのノードで同じイ

ンスタンス ID を使用することが重要です。 

4. アップグレードが開始される前に、クラスター アップグレード レポートが表

示されます (図 22)。このレポートには、プロセスの進行状況が表示されま

す。 

 

図 22: クラスター アップグレード レポートの初期状態 (何もアップグレード

されていない状態) 
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ノードのアップグレードが完了すると、図 23 に示すように、状態が更新された

クラスター アップグレード レポートが再び表示されます。UPGNODE2 に SQL 

Server 2012 の RTM バージョン番号が反映されている点に注目してください。 

 

図 23: 更新されたクラスター アップグレード レポート (ノードのアップグ

レード後) 

警告: この時点では、以前のクラスター化された SQL Server インスタンスを

アップグレード済みのノードにフェールオーバーすることはできません。図 

7 に示すエラー メッセージが表示されます。2 つのノードで構成されるクラ

スターの場合、インスタンス自体が即座にアップグレードされず、フェール

オーバー先のノードがない状態でインスタンスに障害が発生すると、長時間

のサービス停止が発生する恐れがあります。このようなリスクを最小限に抑

えられるように、ノードのアップグレード予定を決めてください。 

5. 現時点でアップグレードする FCI を所有していないノードの少なくとも半数を

アップグレードします。 

6. 1 つの FCI に対してノードの半数以上をアップグレードできたら、SQL Server 

インスタンスに対するトラフィックをすべて停止して、アップグレード プロ

セス中にインスタンスへのアクセスが行われないようにします。SQL Server 

の最終的なアップグレード手順での停止はわずかな間ですが、アップグレード

の前後の一貫性を確保するために、アップグレード中に変更が発生しないよう

にすることをお勧めします。 
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7. 「SQL Server フェールオーバー クラスター インスタンスのアップグレード 

(セットアップ)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms191295(v=sql.110).aspx) の手順に従って、フェールオーバー クラ

スタリング インスタンスをアップグレードします。他のノードのアップグ

レードに使用したものと同じインスタンス ID を使用します。アップグレード

中、インスタンスはアップグレード済みのノードの 1 つにフェールオーバー

されます (手動でこの操作を実行していない場合)。図 24 の通知を参照してく

ださい。図 25 に、アップグレード中のフェールオーバーを示します。図 26 

に、インスタンスが他のノードでオンラインになっている状況を示します。こ

の例では SQL Server 2005 のアップグレードを示しているため、フルテキスト

検索リソースが既にリソース グループから削除されています。 

フェールオーバー プロセス中およびデータベースのアップグレード中、SQL 

Server は使用できなくなります。トラフィックを停止する必要がないことも

あります。アップグレードされたノードへのフェールオーバーは自動的に処理

されます。ハードウェアおよびその他の構成によって異なりますが、平均でこ

の処理に約 2 分かかります。 

 

図 24: インスタンス自体をアップグレードするときのクラスター アップグ

レード レポート 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms191295(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms191295(SQL.110).aspx
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図 25: アップグレード中のフェールオーバー 

 

図 26: サービスのフェールオーバーとアップグレードが完了した状態 

アップグレード中にインスタンスへの接続を試みたユーザーには、図 27 に示

すようなメッセージが表示されます。 
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図 27: インスタンスが内部的なアップグレード プロセス中のため使用できない 

8. アップグレードが完了すると、最終的なクラスター アップグレード レポート

が表示されます (図 28)。 

 

図 28: アップグレード完了後の最終的なクラスター アップグレード レポート 

9. 必要に応じて、SQL Server 2012 インスタンスを所有する可能性があるが、 

まだアップグレードされていないノードをすべてアップグレードします。 

SQL Server のアップグレードという点では、この段階でアップグレードが技術的に

完了しています。アップグレードされたインスタンスが、以前にホストされていた元

のノードに自動的に戻されていないことに注意してください。リソース グループを

元のノードに手動で戻すには、配置されたオペレーティング システムのバージョン

に対応する Windows クラスター管理ツールを使用します。さらに、アップグレード

後にそれぞれの FCI に対して次の作業を実行する必要があります。 

1. ログを参照し、再起動やエラーが保留になっていないかどうかを調べて、ノー

ドの再起動が必要かどうかを判断します。必要であれば再起動します。 
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2. SQL Server リソースを含むリソース グループのフェールオーバーを、クラス

ター内のすべてのノード間で手動でテストします。 

3. クラスター外部からだけでなくクラスター内のすべてのノードからも、クラス

ター化された SQL Server インスタンスのネットワーク名に対して ping を実行

します。 

4. クラスターの外部およびクラスター内のすべてのノードから、クラスター化さ

れた SQL Server インスタンスの IP アドレスに対して ping を実行します。 

5. (必要に応じて) データベースの互換性レベルが 110 に設定されていることを

確認します。 

6. DBCC CHECKDB を含むすべての必要な正常性チェックを実行し、新たにアッ

プグレードされたデータベースの正常性を確認することをお勧めします。 

7. 可用性グループをすぐに使用する予定がない場合でも、後で使用できるように

機能を有効にしておきます。可用性グループの有効化はサービス レベルで行

われ、SQL Server の再起動を必要とするので、この時点で有効にしておくこ

とをお勧めします。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックのト

ピック「AlwaysOn 可用性グループの有効化と無効化 (SQL Server)」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff878259(v=sql.110).aspx) を参照し

てください。 

これらの作業がすべて完了したら、アップグレードが正しく実行されたことを確認し

ます。インスタンスを開いてアプリケーションをテストします。すべてのアプリケー

ションが正しく動作することを確認したら、運用環境での使用を開始できます。 

同じクラスター内または新しいクラスターへのサイド バイ サイド アップグレード 

現在のインスタンスと同じクラスター内で行う場合も、新しく配置した Windows ク

ラスターを使用する場合も、サイド バイ サイド アップグレードの実行手順は基本的

にはインプレース アップグレードと同じです。SQL Server 2012 の新しいインスタン

スをインストールすると共に、「別個のサーバーまたはクラスターを使用してサイド 

バイ サイド アップグレードを行う方法」セクションに示されている方法の 1 つを使

用して、データベースを移動し、アップグレードします。フェールオーバー クラスタ

リングでは、新しいクラスター インスタンスの名前がドメイン内で一意である必要が

あることに注意してください。そのため、アップグレードの後に、すべてのユーザー

およびアプリケーションを新しいインスタンスにリダイレクトする必要があります。 

コマンド プロンプトを使用したフェールオーバー クラスタリングのインプレース 

アップグレード 

ここでは、コマンド ラインでインスタンスをアップグレードするためのサンプル構文

を示します。コマンド ラインを使用する方法は 2 つあります。1 つは、setup.exe と

してすべてのコマンドを同じ行に直接入力する方法です。もう 1 つは、構成ファイル

を使用する方法です。ここでは、setup.exe を使用する場合についてのみ説明しま

す。アップグレード中に使用できるすべてのパラメーターの詳細については、SQL 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff878259(v=sql.110).aspx
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Server 2012 オンライン ブックの「コマンド プロンプトからの SQL Server 2012 のイ

ンストール」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms144259(v=sql.110).aspx#Upgrade) を参照してください。 

フェールオーバー クラスタリング インスタンスのアップグレードに適用されるパラ

メーターのうち、使用が必須ではないものの特別な役割を持つものとして、

FAILOVERCLUSTERROLLOWNERSHIP があります。このパラメーターの値を設定する

ことで、フェールオーバーの動作を制御できます (これについては、「アップグレー

ド プロセス中のインスタンスのフェールオーバー動作」で説明しています)。

FAILOVERCLUSTERROLLOWNERSHIP には、次の 3 つの値を指定できます。 

 0 を指定した場合は、アップグレード済みのノードの 1 つにフェールオーバー

してインスタンス自体をアップグレードすることはできません。また、アップ

グレードの完了時にノードを有効な所有者の一覧に追加することもできませ

ん。フェールオーバーおよび有効な所有者の変更は、自分で行う必要がありま

す。 

 1 を指定した場合は、アップグレード済みのノードの 1 つにフェールオーバー

してインスタンス自体をアップグレードすることができ、アップグレードの完

了時にノードを有効な所有者の一覧に追加することもできます。 

 2 を指定した場合は、SQL Server の判断によって 0 または 1 が選択されま

す。 

既定値は 2 です。動作の制御は、コマンド ラインによるアップグレードの場合のみ

可能です。不適切なオプションを設定すると、図 29 のような出力が表示されること

があります。 

 

図 29: 特定のノードのインスタンスに対する無効な 

FAILOVERCLUSTERROLLOWNERSHIP 値の使用 

構成ファイルではなくコマンド プロンプトを使用する場合は、各オプションの前に

スラッシュ (/) を使用し、オプション間をスペースで区切ります。スペースや特殊文

字を含む文字列の場合は、二重引用符で囲みます。コマンド ラインを使用して既定

のインスタンスをアップグレードする例を次に示します。コマンド ウィンドウ内の

すべての出力を示しています。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144259(v=sql.110).aspx#Upgrade
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144259(v=sql.110).aspx#Upgrade
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D:¥setup.exe /q /ACTION=Upgrade /ERRORREPORTING=0 

/IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /INSTANCENAME=MSSQLSERVER 

/INSTANCEID=SQL2K5INS /INDICATEPROGRESS=True 

/FAILOVERCLUSTERROLLOWNERSHIP=2 /FTUPGRADEOPTION=Reset 

コマンド ファイルを使用して名前付きインスタンスをアップグレードする場合のサ

ンプル構文を次に示します。 

D:¥>setup.exe /CONFIGURATIONFILE="c:¥UpgradeSQL.ini" 

構成ファイルの内容は次のとおりです。 

[OPTIONS] 

ACTION=UPGRADE 

ERRORREPORTING=0 

IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS=TRUE 

INDICATEPROGRESS=TRUE 

INSTANCEID=MSSQLSERVER2100 

INSTANCENAME=MSSQLSERVER 

QUIET=TRUE 

SQMREPORTING=0 

UPDATEENABLED=FALSE 

 

(上記の例のように) QUIET (または /Q) アクションおよび INDICATEPROGRESS アク

ションが使用されている場合は、アップグレード中に進行状況が表示されます。 

図 30 にサンプルを示します。 

 

図 30: コマンド ライン プロセスを使用したアップグレード中のサンプル出力 

正常な最終結果は図 31 のようになります。"Setup result" の 0 は、通常、再起動が

必要でないことを意味します。それ以外の値は、通常、エラーが発生しているか (そ

の場合は明確にエラーと示されます)、または再起動が必要となる可能性があること

を示しています。 
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図 31: コマンド プロンプトによるアップグレードが成功した例 (再起動は不要) 

図 32 に、"Setup result" が 0 でない場合の例を示します。値 3010 は、再起動が必要

であることを示しています。 

 

図 32: ノードの再起動が必要な場合 

ノードでのアップグレードが完了したら、示されている状態に関係なく、セットアッ

プ ログの内容を確認してください。セットアップ ログは、ローカル ノード上の SQL 

Server のバイナリ用ディレクトリにあります。たとえば C ドライブであれば、ログ

の場所は C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥110¥Setup Bootstrap¥Log です。こ

の場所の Summary.txt に、アップグレード中に実行された内容がまとめて示されて

います。エラーが発生している場合、または詳細情報を見る場合には、Log フォル

ダー内でアップグレード時の日付が付いたフォルダーを開き、Detail.txt を参照しま

す。図 33 に、Log フォルダーのサンプルを示します。 
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図 33: アップグレード ログの格納場所の例 

ヒント: コマンド ラインまたはファイルの実行方法は、スタンドアロン インスタ

ンスの場合もクラスター インスタンスの場合も同じです (フェールオーバー動作

用の 1 つのパラメーターを除く)。インスタンスやノードが多数ある場合は、各イ

ンスタンスに対するアップグレードのコマンドが同じであるため、スクリプトを

使用してアップグレードを行う方が簡単です。また、UI をクリックする必要がな

いので、時間を大幅に短縮できます。 

クラスター アップグレードに関するその他のリファレンス 

サポート技術情報の記事、ブログ、ホワイト ペーパーなど、フェールオーバー クラ

スターのアップグレードに関するその他の最新リファレンスについては、「SQL 

Server 2012 へのアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

ミラー化されたデータベースのアップグレード 

ここでは、データベース ミラーリングを使用してデータベースが構成されている場

合に、SQL Server 2005、SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2、およびプレリリー

ス版の SQL Server 2012 のインスタンスを SQL Server 2012 RTM にアップグレードす

る方法について説明します。FCI を使用したアップグレードの場合と同様に、データ

ベース ミラーリングでは、ローリング アップグレードによって一度に 1 つのコン

ポーネント (この場合はインスタンス) をアップグレードできます。同じデータベー

ス ミラーリング構成内に異なるバージョンが混在できるのは、アップグレードの場

合のみです。 

SQL Server 2008 R2 におけるデータベース ミラーリング機能の変更 

データベース ミラーリングは、SQL Server 2008 R2 から変更されておらず、機能も

強化されていません。ただし、SQL Server 2012 ではこの機能が正式に非推奨になっ

ていることに注意してください。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブッ

クのトピック「SQL Server 2012 データベース エンジンの非推奨機能」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.110).aspx) の「SQL Server 

の今後のバージョンでサポートされない機能」を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.110).aspx
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データベース ミラーリングは、機能としてすぐに削除されるわけではないため、現在

も引き続き使用できます。ただし今後は、データベース ミラーリングを使用するすべ

てのデータベースについて、サポートされる別の機能への移行を検討する必要があり

ます。代わりの選択肢は 2 つあり、ログ配布を使用するか、または新しい AlwaysOn 

可用性グループの機能を使用します。使用できる機能は、配置する SQL Server 2012 

(またはそれ以降) のエディションによって異なります。 

ヒント: 移行方法を計画する際には、「移行ガイド: 以前のクラスタリングおよび

ミラーリングの配置から SQL Server 2012 フェールオーバー クラスタリングおよ

び可用性グループへの移行」

(http://sqlcat.com/sqlcat/b/whitepapers/archive/2012/04/04/migration-guide-

migrating-to-sql-server-2012-failover-clustering-and-availability-groups-from-

prior-clustering-and-mirroring-deployments.aspx) が役に立ちます。 

インプレース アップグレード 

データベース ミラーリングには主に 2 つの構成があります。1 つは高パフォーマン

ス (非同期) モードの構成であり、もう 1 つは高い安全性 (同期) モードの構成です。

高い安全性モードの場合は、オプションでミラーリング監視を使用し、自動フェール

オーバーを行うよう構成することもできます。どちらの場合も手順は同様なので、 

ここではまとめて説明します。相違点がある場合は、その都度明確に示しています。 

1. データベース ミラーリングが高パフォーマンス モードで構成されている場合

は、ミラーリング監視を使用しない高い安全性モードに変更する必要がありま

す。その主な理由は、すべてのトランザクションが確実にコミットされ、デー

タ損失が発生しないことです。高パフォーマンス モードが必要な場合は、

アップグレード後に再構成できます。SSMS で高パフォーマンス モードから

高い安全性モードに変更するには、オブジェクト エクスプローラーでデータ

ベースを右クリックし、[タスク]、[ミラー] の順にクリックします。[データ

ベースのプロパティ] ダイアログ ボックスの [ミラーリング] ページでモードを

選択します。または、次の T-SQL コマンドを使用することもできます。 

ALTER DATABASE database SET PARTNER SAFETY FULL 

2. ミラーリング監視を使用した高い安全性モードが構成されている場合は、 

ミラーリング監視を削除します。これにより、インスタンスのアップグレード

中にプリンシパルが使用できなくなるため、アップグレード中のフェールオー

バーが回避されます。 

3. ミラーを含むインスタンスをアップグレードします。それにより、ミラーリン

グ セッションが同期されます。同期が完了すると、ミラーリング セッション

は図 34 のようになります (SSMS とデータベース ミラーリング モニターの両

方で表示)。 

http://sqlcat.com/sqlcat/b/whitepapers/archive/2012/04/04/migration-guide-migrating-to-sql-server-2012-failover-clustering-and-availability-groups-from-prior-clustering-and-mirroring-deployments.aspx
http://sqlcat.com/sqlcat/b/whitepapers/archive/2012/04/04/migration-guide-migrating-to-sql-server-2012-failover-clustering-and-availability-groups-from-prior-clustering-and-mirroring-deployments.aspx
http://sqlcat.com/sqlcat/b/whitepapers/archive/2012/04/04/migration-guide-migrating-to-sql-server-2012-failover-clustering-and-availability-groups-from-prior-clustering-and-mirroring-deployments.aspx
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図 34: SSMS とデータベース ミラーリング モニターでの同期されたミラーリ

ング セッションの表示 

4. この時点で、技術的にはプリンシパルをアップグレードできますが、最初に、

データベースへのトラフィックがすべて停止状態でどこからも接続できないこ

とを確認します。 

5. SSMS または T-SQL を使用して、アップグレードされたインスタンスにミラー

リング セッションを手動でフェールオーバーします。SSMS でこの操作を行

うには、前に述べたデータベースの [データベースのプロパティ] ダイアログ 

ボックスの [ミラーリング] ページで、[フェールオーバー] ボタンをクリック

します。T-SQL でこの操作を行うには、次のコマンドを使用します。 

ALTER DATABASE database SET PARTNER FAILOVER 

この時点で、ミラーリング セッションは図 35 に示すように中断されます。 

 

図 35: 中断されたデータベース ミラーリング セッション 

フェールオーバーの実行後、ミラー データベースに対してアップグレード プ

ロセスが実行されます。アップグレード プロセスが完了すると、データベー

スは技術的に使用可能となります。 

6. 現在のプリンシパル (以前のミラー) を新しい実稼動プリンシパル サーバーに

するには、使用できるように完全に準備する必要があります。これには、次の

ような作業が必要です。 

 ログインを同期し、データベースの外側に存在するすべてのジョブおよ

びオブジェクトをスクリプトによって復元して、ミラーを使用できるよ

うにする 

 データベースの互換性モードを 110 に変更する 
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 SQL Server エージェント ジョブを構成する 

 正常性チェック (DBCC CHECKDB など) を実行して、新たにアップグ

レードされたデータベースの正常性を確認する 

必要に応じて、古いプライマリがアップグレードされるまで待ってから、

フェールバックすることもできます。これは、フェールオーバーをテストして

アップグレード後の動作が正常かどうかを確認できる点では効果的ですが、停

止状態の長期化が許容できない場合もあります。 

新たにアップグレードされたデータベースが新しいプリンシパルになる場合

は、アプリケーションのテストが完了したことを確認してから、新しいプリン

シパル (以前のミラー) を含むアップグレードされたインスタンスに、すべて

のユーザーおよびアプリケーションをリダイレクトします。その場合は、アッ

プグレード中に以前のプリンシパル (新しいミラー) を使用しないため、停止

を最小限に抑えることができます。 

7. 以前のプリンシパルを含むインスタンスを SQL Server 2012 にアップグレード

します。 

8. ほとんどの場合、ミラーリングは自動的に開始されますが、中断されたミラー

リング セッションは手動で再確立が必要になる場合もあります。そのために

は、図 36 に示すように、[データベースのプロパティ] ダイアログ ボックスの 

[ミラーリング] ページで [再開] ボタンをクリックします。 

 

図 36: SSMS の [再開] ボタンをクリックする 
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T-SQL でこの操作を行うには、次のコマンドを使用します。 

ALTER DATABASE <データベース> SET PARTNER RESUME 

これにより、データベースで未送信ログの同期が開始されます。同期が完了す

ると、図 37 のような表示になります。 

 

図 37: データベース ミラーリング構成のアップグレードでロールの入れ替え

を完了 

9. 以前のミラー (現在のプリンシパル) をプライマリとしてまだ使用開始してい

ない場合は、アップグレード済みの元のプライマリにフェールバックすること

でフェールオーバーをテストします。元のプライマリを再度プライマリにする

場合は、何か変更を加えていない限り、手順 6. で説明されている作業を通常

は省略できます。 

10. 必要に応じて、SSMS または T-SQL を使用して、高い安全性モードから高パ

フォーマンス モードに変更します。次の T-SQL コマンドを使用します。 

ALTER DATABASE <データベース> SET PARTNER SAFETY OFF 

11. 必要に応じて、高い安全性の構成に再度ミラーリング監視を追加します。SQL 

Server 2012 オンライン ブックのトピック「データベース ミラーリング監視

サーバーを追加または置き換える方法 (SQL Server Management Studio)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms365603.aspx) の手順に従ってくだ

さい。 

新しいサーバーへのサイド バイ サイド アップグレード 

次の手順では、既存のデータベース ミラーリング構成が配置されているときに、

SQL Server 2012 用に新しいサーバーを使用して、SQL Server 2012 にアップグレード

する方法を説明します。その場合、新しいサーバー上にデータベース ミラーリング

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms365603.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms365603.aspx
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を再確立することになります。ただし、既に説明したように、データベース ミラー

リングが現在は推奨されていないため、AlwaysOn 可用性グループの配置を検討する

ことをお勧めします。 

1. プリンシパルとミラーに対して SQL Server 2012 の新しいインスタンスをイン

ストールします。 

2. 既存の SQL Server プリンシパル データベースに対して完全なバックアップを

行い、コピーを 2 つ復元します。1 つは新しいプリンシパルに、もう 1 つは新

しいミラーに使用します。これらのバックアップには WITH NORECOVERY オ

プションを使用します。 

3. アップグレードする準備が整ったら、すべてのトラフィックを停止し、プリン

シパルを含むインスタンスへの接続をすべて解除します。これで、アップグ

レード中にデータが更新されることはありません。 

4. 完全バックアップの実行後にトランザクション ログが作成された場合は、プ

リンシパルとミラーの両方にコピーして復元します。WITH NORECOVERY オ

プションを使用します。 

5. プリンシパル上のログの末尾をバックアップします。 

6. ログの末尾のバックアップを新しいプリンシパルとミラーの両方にコピーしま

す。新しいプリンシパル (WITH RECOVERY オプションを使用) と新しいミラー 

(WITH NORECOVERY オプションを使用) でバックアップを復元します。 

7. 新しい実稼働サーバーを使用できるように完全に準備する必要があります。 

これには、次のような作業が必要です。 

 ログインを同期し、データベースの外側に存在するすべてのジョブおよ

びオブジェクトをスクリプトによって復元して、ミラーを使用できるよ

うにする 

 データベースの互換性モードを 110 に変更する 

 SQL Server エージェント ジョブなどの管理を構成する 

 正常性チェック (DBCC CHECKDB など) を実行して、新たにアップグ

レードされたデータベースの正常性を確認する 

8. プリンシパルからミラーへのデータベース ミラーリングを構成します。SQL 

Server 2012 オンライン ブックのトピック「データベース ミラーリングの設定 

(SQL Server)」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190941.aspx) を参照

してください。 

9. プリンシパルからミラーおよびミラーからプリンシパルへのフェールオーバー

をテストします。 

10. すべてのユーザーおよびアプリケーションを、プリンシパルを含む新しい 

SQL Server 2012 インスタンスにリダイレクトします。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190941.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190941.aspx
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ミラー化されたデータベースを使用したアップグレードに関するその他

のリファレンス 

ミラー化されたデータベースを使用したアップグレードの詳細については、SQL 

Server 2012 オンライン ブックのトピック「サーバー インスタンスのアップグレード

時に、ミラー化されたデータベースのダウンタイムを最小化する」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677181.aspx) を参照してください。 

ミラー化されたデータベースを使用したアップグレードに関するその他の最新リファ

レンスについては、「SQL Server 2012 へのアップグレード」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

ログ配布データベースのアップグレード 

ここでは、組み込みのログ配布機能を使用しているデータベースをアップグレードす

る方法について説明します。以下の説明では、プライマリ データベースまたはセカ

ンダリ データベースを含むインスタンスに対してインプレース アップグレードを実

行することを前提としています。 

SQL Server 2012 のログ配布における機能の変更 

ログ配布機能は、SQL Server 2008 R2 から変更されておらず、SQL Server 2012 で新

しく強化された点はありません。必要に応じて、データベース ミラーリングの場合

と同様の方法でログ配布の構成を AlwaysOn 可用性グループに変換することにより、

テーブルに関連した新しい機能の利点を活用できます。 

ログ配布のアップグレード シナリオ 

ログ配布を使用しているデータベースのアップグレードには、主に 2 つのケースが

考えられます。ロールの変更を伴うアップグレードと、ロールの変更を伴わないアッ

プグレードです。ロールの変更とは、ログ配布に固有の用語で、現在のプライマリ 

データベースの代わりにセカンダリ データベースを新しいプライマリとして昇格さ

せるプロセスを意味します。 

ロールの変更を実行すると、アプリケーションおよびエンド ユーザーに対するダウ

ンタイムが最小限に抑えられます。セカンダリ インスタンスをアップグレードした

後で、データベースをオンラインにすると、データベースは SQL Server 2012 にアッ

プグレードされて使用できるようになります。つまり、古いプライマリにアクセスで

きるトラフィックはなくなり、新たにアップグレードされたセカンダリはトランザク

ション ログを受け付けなくなります。ただし、ログ配布ではサーバー名の変換が考

慮されないため、これが推奨されないケースもあります。使用するアプリケーション

によっては、アプリケーション サーバーでの中心的な接続の代わりにアプリケー

ション構成または各デスクトップを変更する場合があるためです。このシナリオで

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677181.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677181.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx
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は、この新しいプライマリから任意のセカンダリへログ配布を再確立することも必要

になります。これは必ずしも単純な作業ではないので、どの方法を選択するかを決定

する際には、その点も考慮する必要があります。 

たとえ明確なカットオーバー ポイントが存在するとしても、元のプライマリを前の

バージョンのままにしておけば、何か問題が生じた場合のためのフォールバック プ

ランが得られるため、これはロールの変更を選択する 1 つの理由となります。デー

タは切り替え時点の状態で維持されます。以前のバージョンの SQL Server に戻す必

要がある場合は、SQL Server 2012 データベースのデータに加えられた変更を取得す

る方法を考える必要があります。 

ロールの変更を実行しない場合、セカンダリは読み込み状態のままになります。デー

タベースのアップグレードはログに記録される操作であるため、プライマリ データ

ベースをアップグレードし、トランザクション ログをコピーして復元すると、セカ

ンダリもアップグレードされます。ロールの変更を伴わないアップグレードでは、プ

ライマリの稼働時間を最大限に保つことができますが、SQL Server 2012 へのアップ

グレード中はプライマリが完全に使用できなくなるため、ダウンタイムが生じます。

それでも、ロールを変更しない利点の 1 つは、アップグレード後にログ配布の構成

がそのまま維持されることです。 

複数のセカンダリを使用したアップグレード 

データベース ミラーリングとは異なり、ログ配布では 1 つのプライマリ データベー

スに対して複数のセカンダリを使用することができます。セカンダリを複数にする

と、処理する対象が増えるため、アップグレードのシナリオは複雑になります。プラ

イマリ、1 つのセカンダリ、オプションの監視だけという構成でない場合は、各イン

スタンスをアップグレードする順序を考慮する必要があります。この場合も、ログ配

布アップグレードの 2 つの主要なシナリオ (ロールの変更あり、ロールの変更なし) 

が適用されます。セカンダリが複数のときに、ロールの変更を実行する場合は、すべ

てのセカンダリを再初期化する必要があります。ロールの変更なしでアップグレード

を実行する場合には、各セカンダリはそのままで問題ありません。 

ロールの変更を伴わないログ配布のアップグレード手順 

元のログ配布の構成を維持するには、次の手順を実行します。このアップグレード 

パスでは、プライマリが停止状態となるので注意してください。このオプションを選

択する場合は、一度の停止状態を長くし、フェールオーバーなしでアップグレードを

実行するよう検討してください。 

1. セカンダリを含むすべてのインスタンスで、ログ配布のコピー ジョブおよび復

元ジョブを無効にします。コピー ジョブは LSCopy_<ソース インスタンス>_ 

<データベース名>、復元ジョブは LSRestore_<ソース インスタンス>_<データ

ベース名> という名前になります。図 38 に例を示します。 
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図 38: コピー ジョブの無効化 

2. 監視 (使用している場合) またはセカンダリで、警告ジョブを無効にします。

警告ジョブは LSAlert_<インスタンス名> という名前になります。 

3. ログ配布に参加しているセカンダリ データベースを含むインスタンスをアッ

プグレードします。既に述べたとおり、データベースの状態はトランザクショ

ン ログの復元中であり、プライマリはまだアップグレードされていないた

め、まだ SQL Server 2012 にはアップグレードされません。 

4. 使用している場合は、監視インスタンスを SQL Server 2012 にアップグレード

します。 

5. このログ配布の構成に参加する可能性のある他のすべてのセカンダリをアップ

グレードします。 

6. ここで、セカンダリ インスタンスのアップグレード中に生成されたトランザ

クション ログをすべて適用する必要があります。これには、次の 2 つの方法

があります。 

 生成されたすべてのトランザクション ログ バックアップを手動でコ

ピーして復元します。WITH NORECOVERY オプションを使用します。 

 コピー ジョブおよび復元ジョブを再度有効にし、最新の状態になるま

で進行状況を監視します。ジョブを有効にする操作を図 39 に示しま

す。図 40 は、コピーと復元の正常な再開の例を示しています。これ

は、ログ配布の構成で異なるバージョンの混在がサポートされる唯一

の状況です。 
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図 39: コピー ジョブの有効化 

 

図 40: コピーと復元の正常な再開 

7. プライマリで、すべての受信トラフィックを停止した後、接続がすべて解除さ

れ、この時点でデータが変更できなくなっていることを確認します。そのため

には、シングル ユーザー モードの使用を検討する必要があります。 

8. プライマリで、トランザクション ログのバックアップ ジョブを無効にしま

す。 

9. プライマリ データベースを含むインスタンスをアップグレードします。 

10. この時点で、DBCC CHECKDB を含むすべての必要な正常性チェックを実行

し、新たにアップグレードされたプライマリ データベースの正常性を確認す

ることをお勧めします。 

11. アップグレード中に無効にした、ログ配布の既存のトランザクション ログの

バックアップおよび警告を有効にします。各ジョブが正常に動作していること

を確認します。アップグレードされたプライマリ データベースから最初のト

ランザクション ログがセカンダリ データベース サーバーに適用されると、 

ログ配布されたセカンダリ データベースが SQL Server 2012 にアップグレー

ドされます。 
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12. アップグレードされたデータベースのデータベース互換性レベルが 110 であ

ることを確認します。 

13. すべてのユーザーおよびアプリケーションを元のプライマリ データベースに

リダイレクトします。 

ロールの変更を伴うログ配布のアップグレード手順 

この場合は、ログ配布を使用していたセカンダリ データベースが新しいプライマリ 

データベースになります。それにより、データベース システムのユーザーにとって

停止期間が短くて済みます。複数のセカンダリが存在する場合は、次の手順を実行し

ます。 

1. セカンダリを含むすべてのインスタンスで、ログ配布のコピー ジョブおよび復

元ジョブを無効にします。コピー ジョブは LSCopy_<ソース インスタンス>_ 

<データベース名>、復元ジョブは LSRestore_<ソース インスタンス>_<データ

ベース名> という名前になります。 

2. 監視 (使用している場合) またはセカンダリで、警告ジョブを無効にします。

警告ジョブは LSAlert_<インスタンス名> という名前になります。 

3. セカンダリ データベースを含む各インスタンスをアップグレードします。ロ

グ配布されるデータベースは、トランザクション ログを復元できる状態であ

るため、まだ SQL Server 2012 にアップグレードされません。 

4. プライマリで、すべての受信トラフィックを停止した後、接続がすべて解除さ

れ、この時点でデータが変更できなくなっていることを確認します。シングル 

ユーザー モードの使用を検討してください。 

5. プライマリでトランザクション ログのバックアップ ジョブ (LSBackup_<デー

タベース名> という名前) を無効にします。 

6. セカンダリ インスタンスのアップグレード中に生成されたすべてのトランザ

クション ログを適用します。これには、次の 2 つの方法があります。 

 セカンダリのアップグレード中に生成されたすべてのトランザクション 

ログのバックアップを手動でコピーし、復元します。WITH 

NORECOVERY オプションを使用します。 

 前に図 39 および図 40 で示したように、コピー ジョブおよび復元ジョ

ブを再度有効にし、最新状態になるまで進行状況を監視します。手動で

開始することもできます。 

7. 現在のプライマリ データベースで、WITH NORECOVERY オプションを使用し

て、最後のトランザクション ログのバックアップ (ログの末尾) を手動で作成

します。これにより、データベースが RESTORING 状態になります。このイン

スタンスを再度プライマリにしない場合は、BACKUP LOG コマンドの WITH 
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NORECOVERY 句を使用せず、データベースをオンラインのままにします。た

だし、WITH NORECOVERY を使用すると、このインスタンスとデータベース

を新しいプライマリに対するセカンダリにすることができます。図 41 に例を

示します。 

 

図 41: ログの末尾をバックアップし、元のプライマリを読み込み状態にする 

8. WITH RECOVERY を使用し、ログの末尾をコピーして復元します。図 42 に示

すように、この復元によってデータベースが SQL Server 2012 にアップグレー

ドされます。 

 

図 42: 読み込み状態でなくなり使用可能になったアップグレード済みセカン

ダリ 

9. 新しい実稼働サーバーを使用できるように完全に準備する必要があります。 

これには、次のような作業が必要です。 
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 ログインを同期し、データベースの外側に存在するすべてのジョブおよ

びオブジェクトをスクリプトによって復元して、ミラーを使用できるよ

うにする 

 データベースの互換性モードを 110 に変更する 

 SQL Server エージェント ジョブなどの管理を構成する 

 正常性チェック (DBCC CHECKDB など) を実行して、新たにアップグ

レードされたデータベースの正常性を確認する 

10. 図 43 に示すように、以前のセカンダリ データベースで古いコピー ジョブお

よび復元ジョブを削除します。 

 

図 43: 古いコピー ジョブと復元ジョブの削除 

11. 使用している場合は、監視インスタンスを SQL Server 2012 にアップグレード

します。 

12. 監視インスタンスまたは元のセカンダリから警告ジョブを削除します。 

13. 元のプライマリを SQL Server 2012 にアップグレードします。既に新しいプラ

イマリがあるため、古いプライマリ データベースはアップグレードしなくて

済むように破棄することを検討してください。これにより、アップグレード中

の時間が短縮されます。 

14. (次に新しくセカンダリになる) 元のプライマリ インスタンスで、元のプライ

マリ データベースのバックアップ ジョブを削除します。 

15. 新しいプライマリ (以前のセカンダリ) で、SQL Server 2012 オンライン ブック

のトピック「ログ配布の構成 (SQL Server)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190640.aspx
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jp/library/ms190640.aspx) に記載された手順に従って、新しいセカンダリ  

(以前のプライマリ) へのログ配布を構成します。 

 

新しいサーバーまたはクラスターにサイド バイ サイドでアップグレード

する手順 

以前のバージョンの SQL Server からサイド バイ サイド アップグレードを実行する

には、2 つのシナリオがあります。プライマリとセカンダリの両方が新しいハード

ウェアの場合と、プライマリのみが新しいハードウェアの場合です。セカンダリは適

切な完全バックアップによって簡単に初期化できるため、その手順についてはここで

は説明しません。 

プライマリとセカンダリの両方に新しいハードウェア 

このオプションでは、プライマリとウォーム スタンバイの両方のインスタンスを新

しくすることを想定します。 

1. 新しく構成したサーバーに SQL Server 2012 の新しいインスタンスをインス

トールします。 

2. 古いプライマリ データベースに対して完全なバックアップを実行し、2 つの

コピー (新しいプライマリに 1 つ、新しいセカンダリに 1 つ) を復元します。

WITH NORECOVERY オプションを使用します。 

3. アップグレードの準備が整ったら、すべてのトラフィックを停止し、プライマ

リを含むインスタンスへの接続をすべて強制終了します。これで、アップグ

レード中にデータが更新されることはありません。 

4. 完全バックアップの実行後にトランザクション ログが作成された場合は、プラ

イマリとセカンダリの両方でログをコピーして復元します。WITH NORECOVERY 

オプションを使用します。 

5. プライマリで、ログの末尾をバックアップします。 

6. ログの末尾のバックアップを新しいプライマリにコピーし、WITH RECOVERY 

オプションを使用して復元します。 

7. ログの末尾のバックアップを新しいセカンダリにコピーし、WITH NORECOVERY 

オプションを使用して復元します。 

8. 新しい実稼働サーバーを使用できるように完全に準備する必要があります。 

これには、次のような作業が必要です。 

 ログインを同期し、データベースの外側に存在するすべてのジョブおよ

びオブジェクトをスクリプトによって復元して、ミラーを使用できるよ

うにする 

 データベースの互換性モードを 110 に変更する 
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 SQL Server エージェント ジョブなどの管理を構成する 

 正常性チェック (DBCC CHECKDB など) を実行して、新たにアップグ

レードされたデータベースの正常性を確認する 

9. SQL Server 2012 オンライン ブックのトピック「ログ配布の構成 (SQL 

Server)」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190640.aspx) の説明に

従って、SQL Server 2012 インスタンス間のログ配布を構成してください。 

10. すべてのユーザーおよびアプリケーションを、新しいログ配布プライマリを含

む新しい SQL Server 2012 インスタンスにリダイレクトします。 

プライマリのみに新しいハードウェア 

このオプションでは、プライマリのインスタンスのみを新しくし、セカンダリは再利

用して SQL Server 2012 にアップグレードすることを想定します。 

1. プライマリに使用する新しい SQL Server 2012 のインスタンスをインストール

します。 

2. 元のプライマリ データベースに対して完全なバックアップを実行し、WITH 

NORECOVERY オプションを使用して新しい SQL Server 2012 インスタンスに

復元します。 

3. アップグレードの準備が整ったら、すべてのトラフィックを停止し、プライマ

リを含むインスタンスへの接続をすべて強制終了します。これで、アップグ

レード中にデータが更新されることはありません。 

4. 完全バックアップの実行後にトランザクション ログが作成された場合は、

SQL Server 2012 インスタンスでログをコピーして復元します。WITH 

NORECOVERY オプションを使用します。また、トランザクション ログの復元

によってセカンダリが最新の状態になったことを確認します。 

5. プライマリで、ログの末尾をバックアップします。 

6. ログの末尾のバックアップを新しいプライマリにコピーし、WITH RECOVERY 

オプションを使用して復元します。 

7. 新しい実稼働サーバーを使用できるように完全に準備する必要があります。 

これには、次のような作業が必要です。 

 ログインを同期し、データベースの外側に存在するすべてのジョブおよ

びオブジェクトをスクリプトによって復元して、ミラーを使用できるよ

うにする 

 データベースの互換性モードを 110 に変更する 

 SQL Server エージェント ジョブなどの管理を構成する 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190640.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190640.aspx
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 正常性チェック (DBCC CHECKDB など) を実行して、新たにアップグ

レードされたデータベースの正常性を確認する 

8. セカンダリを SQL Server 2012 にアップグレードします。 

9. セカンダリで、既存のコピー ジョブと復元ジョブを削除します。 

10. SQL Server 2012 オンライン ブックのトピック「ログ配布の構成 (SQL 

Server)」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190640.aspx) の説明に

従って、SQL Server 2012 インスタンス間のログ配布を構成してください。 

11. すべてのユーザーおよびアプリケーションを、プリンシパルを含む新しい 

SQL Server 2012 インスタンスにリダイレクトします。 

ログ配布のアップグレードに関するその他のリファレンス 

ログ配布のアップグレードの詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

トピック「SQL Server 2012 へのログ配布のアップグレード (Transact-SQL)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645954.aspx) を参照してください。 

ログ配布のアップグレードに関するその他の最新リファレンスについては、「SQL 

Server 2012 へのアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

レプリケートされたデータベースのアップグレード 

ここでは、レプリケーションに参加しているデータベースおよびインスタンスのアッ

プグレードについて説明します。他の可用性グループの機能とは異なり、インスタン

スを SQL Server 2012 にアップグレードする際、レプリケーションは一般にほとんど

追加の操作なしでアップグレードされます。 

SQL Server 2012 のレプリケーションにおける機能の変更点 

SQL Server 2012 のレプリケーションにはいくつか変更点がありますが、SQL Server 

2008 および SQL Server 2008 R2 で加えられた変更ほど多くはありません。SQL 

Server 2005 からアップグレードする場合は、これらのバージョン用の以前のアップ

グレード ガイドの第 4 章を参照して、使用するレプリケーション トポロジに適用さ

れる可能性のある変更を確認してください。SQL Server 2008 からアップグレードす

る場合は、このセクションに記載した情報に加えて、『SQL Server 2008 R2 アップグ

レード テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx) を参

照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190640.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190640.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645954.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
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レプリケーションを使用したアップグレードの計画 

レプリケーション トポロジの複雑さに応じて、アップグレードは単純な場合と複雑な

場合があります。たとえば、プライマリ ソース データベースの外部でデータを更新

できる更新サブスクライバーがある場合は、データベースの停止を複数回行うよう調

整したり、データを更新できる場所を一定の期間だけ制限したりする必要がありま

す。 
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異なるバージョンの SQL Server が混在していて、SQL Server 2012 がレプリケーショ

ン トポロジに含まれている場合には、以下の規則に従う必要があります。 

 ディストリビューターは、パブリッシャーと同じバージョンまたはそれ以降の

バージョンを実行する必要があります。 

 パブリッシャーは、ディストリビューターと同じバージョンまたはそれ以前の

バージョンを実行する必要があります。 

 レプリケーションの種類によって、サブスクライバーのバージョンが制限され

ることがあります。トランザクション レプリケーションの場合、サブスクラ

イバーは、パブリッシャーのバージョンの 2 つ前以降のバージョンにする必

要があります。つまり、SQL Server 2012 と共に使用できるサブスクライバー

のバージョンは SQL Server 2005 またはそれ以降です。マージ レプリケー

ションの場合、サブスクライバーはパブリッシャーと同じまたはそれ以前の

バージョンにすることができます。 

これらのルールは、各インスタンスをどの順序でアップグレードできるか、およびど

こで停止が発生する可能性があるかに影響を与えます。重要となるのは、ディストリ

ビューターです。ディストリビューターが 1 つである場合は、ダウンタイムが最小

になります。複数のディストリビューターがある場合は、エンド ユーザーおよびア

プリケーションへの影響が最小限になるように調整する必要があります。 

アップグレード中のダウンタイムの長さは、ディストリビューターによって決まりま

す。トポロジ内に複数のディストリビューターがある場合は、複数回の停止が発生し

ます。可能な限り (ハードウェアが古くないと仮定した場合)、SQL Server の新しいイン

スタンスをインストールしてディストリビューターを再構成するのではなく、インプ

レース アップグレードを実行することをお勧めします。複数のディストリビューター

が存在する環境でアップグレードを行う場合は、ディストリビューターの規模に基づ

いてアップグレードの順序を決定します。最も大きくて最も重要なディストリビュー

ターを最初にアップグレードしないでください。エンド ユーザーおよびアプリケー

ションへの影響が最小限になるように、アップグレードのスケジュールを設定しま

す。 

ヒント: 次の 2 つの条件が満たされる場合は、ディストリビューターによってパ

ブリッシャーからサブスクライバーに変更をプッシュできるため、常にディスト

リビューターを最初にアップグレードします。 

 パブリッシャーとサブスクライバーが、SQL Server 2012 のディストリ

ビューターよりも下位のレベルにある。 

 サブスクライバーが、SQL Server 2012 のディストリビューターでサポート

されるバージョンの SQL Server を実行している。 

レプリケーションのあらゆる点を考慮し、レプリケーションについてはインプレース 

アップグレードの実行をお勧めします。時間だけではなくディスク領域やネットワー

ク帯域幅の面から見ても、サブスクライバーの再初期化は潜在的に非常にコストが高

くなる可能性があるためです。レプリケーションのスクリプト作成を忘れた場合、ま

たはスクリプトを更新しない場合に、すべて最初からやり直すというのは好ましくあ
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りません。そのようなことは可能な限り避けてください。 

非推奨機能と重大な変更 

SQL Server 2012 では、3 つのレプリケーション機能 (レプリケーション管理オブジェ

クト (RMO)、異種レプリケーション、および Oracle パブリッシング) が非推奨に

なっています。アップグレードに影響する可能性がある古いバージョンの非推奨機能

を含む、レプリケーションの非推奨機能の完全な一覧については、SQL Server 2012 

オンライン ブックの「SQL Server レプリケーションの非推奨機能」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143550(SQL.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

SQL Server 2012 では、レプリケーションに関する重大な変更はありません。ただ

し、SQL Server 2005 からアップグレードする場合は、SQL Server 2012 オンライン 

ブックのトピック「SQL Server レプリケーションにおける重大な変更」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143470(SQL.110).aspx) で、SQL Server 

2008 で加えられた重大な変更を確認してください。 

動作の変更 

非推奨機能と重大な変更を除き、SQL Server 2012 のレプリケーションの動作は SQL 

Server 2008 R2 から変更されていません。SQL Server 2005 または 2008 を使用して

いる場合は、SQL Server 2008 や SQL Server 2008 R2 のドキュメントおよびアップグ

レードに関するテクニカル ガイドで詳細を確認してください。 

インプレース アップグレード 

使用しているハードウェアおよび基になるオペレーティング システムが SQL Server 

2012 の配置に対して継続的にサポートされる場合、レプリケーションに参加する可

能性のあるインスタンスにインプレース アップグレードを実行することは、理にか

なっています。ここでは、レプリケーション トポロジに対してインプレース アップ

グレードを実行する方法について説明します。また、レプリケーションの種類ごとに

異なる事項があれば、必要に応じて説明します。 

レプリケーションのアップグレードで便利な点は、全コンポーネントを一度にアップ

グレードする必要がないことです。レプリケーションのルールに従い、コンポーネン

トを適切な順序でアップグレードすれば、レプリケーションのアップグレードは段階

的に実行できます。 

1. コンポーネントのアップグレード時には、トポロジが有効であることを確認し

てください。そうでないと、計画に調整が必要となる場合があります。たとえ

ば、SQL Server 2000 のサブスクライバーを使用しているユーザーがディスト

リビューターのアップグレードを考える場合には、アップグレードを延期する

か、またはレプリケーションの最小サポート レベルである SQL Server 2005 

にアップグレードする必要があります。(最小サポート レベルの詳細について

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143550(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143470(SQL.110).aspx
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は、この章の「レプリケーションを使用したアップグレードの計画」を参照し

てください。) 

2. 既存のレプリケーション トポロジ全体のスクリプトを生成し、安全な場所に

格納します。方法については、SQL Server 2012 オンライン ブックのトピック

「[SQL スクリプトの生成] (レプリケーション オブジェクト)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188503.aspx) を参照してくださ

い。アップグレードで何か大きな問題が生じた場合、これらのスクリプトを使

用すれば、現時点と正確に同じ構成でレプリケーションを再構成できます。 

3. アップグレード中に影響を受ける、パブリッシャーへのアプリケーション ト

ラフィックおよびデータ トラフィックをすべて停止します。 

4. パブリケーション用にマークされた既存のトランザクションがすべてサブスク

ライバーに移動されたことを確認します。トランザクション レプリケーショ

ンを使用する場合は、パブリッシャーで sp_repltrans を実行して、パブリケー

ション用にマークされた未処理のトランザクションを取得します。保留中のト

ランザクションがある場合は、図 44 のようになります。結果セットが空にな

れば、アップグレードを開始できます。安全のために、数分間にわたって

チェックを行います。レプリケーションの状態は、レプリケーション モニ

ターなど他の場所で調べることができます。図 45 では、レプリケーション モ

ニターにレプリケートの対象がないことが示され、図 46 では、最近のレプリ

ケーション アクティビティがいくつか示されています。パブリッシャーでの

レプリケーションの各形式で、移動が行われているかどうかを確認できます。

SSMS で、[レプリケーション] を展開し、[ローカル パブリケーション] を展開

します。各パブリケーションを右クリックし、いずれかの状態オプションをク

リックします。図 47 にサンプルを、図 48 に出力を示します。 

 

図 44: まだサブスクライバーに送信する必要があるトランザクション 

 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188503.aspx


205 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

図 45: レプリケートする対象がないことを示すレプリケーション モニター 

 

 

図 46: 最近レプリケーション アクティビティがあったために、トランザク

ションがまだパイプラインにある可能性があることを示すレプリケーション 

モニター 

 

 

図 47: SSMS でパブリケーションの状態を表示 
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図 48: レプリケートする対象がないことを示す同期状態 

5. 主要なコンポーネント (最初はディストリビューターを含むインスタンス) を

アップグレードする前に、レプリケーションに関連するすべての SQL Server 

エージェント ジョブ (アップグレードされるディストリビューターを使用する

各種パブリッシャーでのプッシュ サブスクリプション、およびサブスクライ

バーでのプル サブスクリプションを含む) を無効にします。これで、アップグ

レード プロセス中にデータ転送が発生することはありません。 

6. ディストリビューターを含むインスタンスを SQL Server 2012 にアップグレー

ドします。 

7. この時点で、パブリッシャーとサブスクライバーが SQL Server 2012 ベースの

トポロジに対して有効になっていて、それらをまだアップグレードしない場合

は、ここで作業を停止できます。その場合は、次の手順を実行します。 

a. ディストリビューターで、SQL Server エージェントが起動されている

ことを確認します。 

b. すべてのレプリケーション ジョブを有効にします。 

c. 現在、レプリケーションが再度動作していることを確認します。 

8. アップグレードを再度開始する準備が整ったら、次にアップグレードするコン

ポーネントはパブリッシャーです (SQL Server の各サブスクライバーのバージョ

ンが SQL Server 2012 のレプリケーションに対応していると仮定した場合)。

パブリッシャーをアップグレードするには、次の手順を実行します。 

a. すべてのトラフィックを停止し、パブリッシャーへの接続をすべて終了

します (まだこれらの操作を行っていない場合)。 

b. 手順 4. の説明に従って、すべてのトランザクションがレプリケートさ

れていることを確認します。 

c. 必要に応じて、この操作をディストリビューターのアップグレードより

も後で行う場合は、レプリケーションに関するすべて SQL Server エー

ジェント ジョブを無効にします。 

d. パブリッシャーを SQL Server 2012 にアップグレードします。 

e. SQL Server エージェントが起動していることを確認します。 

f. この時点で、DBCC CHECKDB を含むすべての必要な正常性チェックを

実行し、新たにアップグレードされたデータベースの正常性を確認する

ことをお勧めします。 

g. アップグレードされたデータベースのデータベース互換性レベルを 110 

に設定します。 
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h. この時点でサブスクライバーをアップグレードしない場合は、パブリッ

シャーとディストリビューターに関連するすべての SQL Server エー

ジェント ジョブを有効にします。 

9. サブスクライバーをアップグレードします。複数のサブスクライバーがある場

合は、段階的なアップグレード (選択したサブスクライバーだけを停止しなが

ら何回かに分けてアップグレード) を行って、エンド ユーザーに与える影響を

最小限に抑えることを検討してください。サブスクライバーをアップグレード

するには、次の手順を実行します。 

a. サブスクライバーのサブスクリプションに関連付けられたプッシュ ジョ

ブおよびプル ジョブをすべて無効にします (まだこれらの操作を行って

いない場合)。サブスクライバーのアップグレード中には、すべてのト

ラフィックを停止したり、パブリッシャーへの接続を強制終了する必要

はありません。これで、アップグレード プロセス中にサブスクライバー

が更新されることはありません。ただし、サブスクライバーがオンライ

ンになるまでは、パブリッシャーがトランザクションをフラッシュでき

ないことに注意してください。また、トランザクション ログをバック

アップするパブリッシャーの機能が影響を受ける場合もあります。 

b. サブスクライバーを含むインスタンスを SQL Server 2012 にアップグ

レードします。 

c. すべてのアップグレードされたデータベースに対して DBCC CHECKDB 

を実行します。 

d. アップグレードされたデータベースのデータベース互換性レベルを 110 

に設定します。 

e. SQL Server エージェントが起動していることを確認します。 

f. サブスクライバーのアップグレード後、サブスクリプションに関するす

べての SQL Server エージェント ジョブを有効にし、ディストリビュー

ターでもすべての SQL Server エージェント ジョブを有効にします (無

効になっている場合)。 

g. レプリケーションが正常に動作し、必要な送信作業が行われることを確

認してください (トランザクション レプリケーションのトランザクショ

ンなど)。そのための最も簡単な方法は、スナップショット レプリケー

ションに関連する SQL Server エージェント ジョブを手動で開始し、前

の手順 4. の手法のいくつかを使用して状態を表示することです。それ

により、正常な実行が反映されていることを確認します。 

10. アップグレードされたレプリケーションのアーキテクチャに対して新しいスク

リプトを生成します。 

新しいサーバーまたはクラスターへのサイド バイ サイド アップグレード 

新しいハードウェアおよび新しい SQL Server 2012 インスタンスを使用すると、レプ

リケーションを使用したアップグレードが複雑になる場合があります。これは、コン
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ポーネントの再指定 (新しいディストリビューターに対するパブリッシャーの指定な

ど) またはサブスクリプションの再初期化が必要になるためです。サイド バイ サイ

ド アップグレードのプロセスは、インプレース アップグレードに似ていますが、わ

ずかに異なる点もあります。 

1. コンポーネントのアップグレード時には、トポロジが有効であることを確認し

てください。そうでないと、計画に調整が必要となる場合があります。たとえ

ば、SQL Server 2000 のサブスクライバーを使用しているユーザーがディスト

リビューターのアップグレードを考える場合には、アップグレードを延期する

か、またはレプリケーションの最小サポート レベルである SQL Server 2005 

にアップグレードする必要があります。(最小サポート レベルの詳細について

は、この章の「レプリケーションを使用したアップグレードの計画」を参照し

てください。) 

2. 既存のレプリケーション トポロジ全体のスクリプトを生成し、安全な場所に

格納します。方法については、SQL Server 2012 オンライン ブックのトピック

「[SQL スクリプトの生成] (レプリケーション オブジェクト)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188503.aspx) を参照してくださ

い。アップグレードで何か大きな問題が生じた場合、これらのスクリプトを使

用すれば、現時点と正確に同じ構成でレプリケーションを再構成できます。 

3. レプリケーション トポロジに参加するハードウェアおよび SQL Server 2012 

インスタンスをインストールして構成します。 

4. 手順 2. で生成されたスクリプトを SQL Server 2012 用に更新し、インスタン

ス名およびデータベースが新しい場所を反映していることを確認します。スク

リプトを更新する前に、必要に応じて古い環境を復元できるように元のスクリ

プトのコピーを作成しておきます。 

5. ディストリビューターで SQL Server 2012 を実行する必要があるため、SQL 

Server 2012 を追加するときに、既存のパブリッシャーが少なくともレプリ

ケーション トポロジに参加できるバージョンであることを確認します。 

6. アップグレード中に影響を受ける、パブリッシャーへのアプリケーション ト

ラフィックおよびデータ トラフィックをすべて停止し、カットオーバー中に

データが更新されないようにします。 

7. 新しいディストリビューターで適切なアップグレード済みのレプリケーション 

スクリプトを実行することにより、独自の設定を使用したパブリケーションお

よびディストリビューションを作成します。この時点では、古いレプリケー

ション トポロジがまだ使用されており、ダウンタイムは発生しません。 

8. ディストリビューターが唯一のアップグレード対象コンポーネントである場合

は、カットオーバーを行うために、パブリッシャーへのすべてのトラフィック

を停止し、接続を強制終了して、切り替え中にアクセスが試行されるのを防ぎ

ます。 

9. 既存のパブリッシャーおよびサブスクライバーが新しいディストリビューター

を参照するように、すべてのパブリケーションおよびサブスクリプションを削

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188503.aspx
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除してから、新しいディストリビューターを指すように再作成する必要があり

ます。この操作が正常に完了し、レプリケーションが適切に機能していて、他

のコンポーネントをアップグレードしない場合には、これでアップグレード作

業が完了です。 

10. さらに、パブリッシャーを新しい SQL Server 2012 インスタンスに移動する場

合は、次の手順を実行します。 

a. 既存のパブリケーションとサブスクリプションを削除します。 

b. 新しいパブリッシャーでパブリケーションを再作成し、SQL Server 

2012 のディストリビューターを指すようにします。 

c. 新しいパブリケーションを指すようにサブスクリプションを再作成し

ます。 

d. レプリケーションが動作していることを確認します。 

11. さらに、サブスクライバーを新しい SQL Server 2012 インスタンスに移動する

場合は、次の手順を実行します。 

a. 新しいディストリビューターを指すようにするには、サブスクリプショ

ンが既に削除されている必要があります。削除されていない場合は、こ

こで削除します。 

b. 新しいサブスクライバーでサブスクリプションを再作成します。 

c. 新しいパブリケーションを指すようにサブスクリプションを再作成し

ます。 

d. レプリケーションが動作していることを確認します。 

12. データベースのバックアップ ジョブなどの管理を構成します。 

13. アップグレードされたレプリケーションのアーキテクチャに対して新しいスク

リプトを生成します。 

14. 古い環境に接続されないようにするためには、可能な限り、新しいインスタン

スに移行した後で元のトポロジでサービスを停止することをお勧めします。 

レプリケートされたデータベースのアップグレードに関するその他の情報 

レプリケートされたデータベースのアップグレードの詳細については、SQL 

Server2012 オンライン ブックで次のトピックを参照してください。 

 SQL Server レプリケーションの非推奨機能 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143550(v=sql.110).aspx 

 SQL Server レプリケーションにおける重大な変更 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143470(v=sql.110).aspx 

 レプリケートされたデータベースのアップグレード 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143699(v=sql.110).aspx 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143550(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143470(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143699(v=sql.110).aspx
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レプリケーションのアップグレードに関するその他の最新リファレンスについては、

「SQL Server 2012 へのアップグレード」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/bb677622.aspx) を参照してください。 

結論 

SQL Server 2012 へのアップグレードの特定の時点において、ダウンタイムを完全に

回避することはできませんが、この章に記載した内容に従うことで、ダウンタイムを

最小限に抑えることができます。障害や長時間の停止に対する究極の予防策は、準備

とテストです。現在、既存のインスタンスにはさまざまな高可用性機能が構成されて

いますが、アップグレードの全体的な計画を考える際には、それらの各機能に関して

それぞれ異なる注意点や手順を考慮することが必要になります。 

その他のリファレンス 

SQL Server 2012 の高可用性に関するその他の最新リファレンスについては、「SQL 

Server 2012 へのアップグレード」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/bb677622.aspx) を参照してください。 

 

次のリンクも参照してください。 

 SQL Server 2012 の Web サイト 

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server 2012 の概要 

(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/product-info/overview-

capabilities.aspx) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=SQL.110).aspx) 

 SQL Server 開発者向け技術情報 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server TechCenter 

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/product-info/overview-capabilities.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver


211 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

第 5 章: データベース セキュリティ 

概要 

SQL Server リレーショナル エンジンを SQL Server 2005、SQL Server 2008、または 

SQL Server 2008 R2 から SQL Server 2012 にアップグレードする場合には、セキュリ

ティ上の懸案事項はほとんどありません。ほとんどのシステムには、目に見えるよう

な変更はありません。既存の SQL Server セキュリティ構成はほぼすべて、データ

ベース管理者 (DBA) が操作しなくても、自動的にアップグレードされます。この章

では、新しく強化された機能や、SQL Server に含まれなくなったセキュリティ機能

など、データベース エンジンのために考慮する必要があるセキュリティ関連のアッ

プグレードの問題について説明します。 

新しいセキュリティ機能 

SQL Server 2012 では、セキュリティ機能が拡張および強化されました。しかし、拡

張機能を活用するには、DBA がアップグレードに支障をきたす問題を解決し、アップ

グレード後の新しい環境でも監視を続ける必要があります。アップグレードの計画プ

ロセスの早い段階で問題に対処すれば、アップグレード作業がスムーズに進みます。

データベース セキュリティのアップグレードに関する全体的な説明については、SQL 

Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server インストールのセキュリティに関する

注意点」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144228(v=SQL.110).aspx) を参照し

てください。ここでは、SQL Server 2012 で新たに強化されたセキュリティ機能が

アップグレードの計画およびプロセスにどのように影響するかについて説明します。 

表 1 は、SQL Server 2012 の新しいセキュリティ機能の概要と、その機能が SQL 

Server 2005、SQL Server 2008、または SQL Server 2008 R2 からのアップグレード プ

ロセスにどのように影響する可能性があるかを示しています。 

表 1: SQL Server 2012 のセキュリティ機能 

新しい SQL Server 2012 

のセキュリティ機能 利点 

利用できる 

タイミング 

アップグレード  

プロセスへの影響 

sysadmin 固定サーバー 

ロールでは、

BUILTIN¥administrators お

よび Local System (NT 

AUTHORITY¥SYSTEM) が自

動的にプロビジョニングさ

れない 

インストール時のセキュリ

ティが向上 

アップグレード

の直後 

インプレース アッ

プグレードではな

し、 

サイド バイ サイド 

アップグレードでは

あり 

サービスごとの SID をすべ

てのオペレーティング シ

ステムに拡張 

サービス間の分離と、

Windows Vista および 

Windows Server 2008 での

多層防御 

アップグレード

の直後 

なし 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144228(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144228(v=SQL.110).aspx
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新しい SQL Server 2012 

のセキュリティ機能 利点 

利用できる 

タイミング 

アップグレード  

プロセスへの影響 

Windows 7 または 

Windows Server 2008 R2 

にインストールする場合

は、管理されたサービス 

アカウントおよび仮想アカ

ウントをサポート 

サービス アカウントの

ユーザー、パスワード、 

および SPN の長期的な管

理の簡易化 

アップグレード

の直後 

なし 

ユーザー定義サーバー 

ロール 

権限管理の簡易化 アップグレード

の直後 

なし 

グループの既定のスキーマ 異なるログインの種類間の

一貫性 

アップグレード

の直後 

なし 

SQL Server Audit の機能 

強化 

すべてのエディションのサ

ポートとその他の拡張機能 

利用するための

最小限の作業後 

なし 

サービス マスター キーお

よびデータベース マス

ター キーの暗号化を 3DES 

から AES に変更 

新しい暗号化アルゴリズム 

(AES) を使用 

利用するための

最小限の作業後 

なし 

包含データベース 包含データベース ユー

ザーを通じてデータベース

へのアクセスが許可され、

ログインは不要 

設計と立案 なし 

この表からわかるように、新しいセキュリティ機能のうち、アップグレードに影響す

る可能性があるものはごくわずかです。これ以外の機能はいずれも、アップグレード

後に利用できる機能強化であり、アップグレード プロセスを妨げることはありませ

ん。 

新しい構成ツール 

SQL Server 2005 からのアップグレードの場合には、注意が必要なセキュリティ関連

の機能変更がもう 1 つあります。SQL Server 2008 R2 以降ではセキュリティ構成 

(SAC) ツールが削除され、SQL Server 構成マネージャーおよび SQL Server ポリシー

ベースの管理に置き換えられたことです。SQL Server 構成マネージャーは、Microsoft 

管理コンソール (MMC) スナップインであり、[スタート] メニューから起動したり、

カスタム管理コンソール画面に追加したりすることができます。プロトコル、接続、

およびスタートアップのオプションを設定するには、SQL Server 構成マネージャーを

使用します。このツールの詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「SQL Server 構成マネージャー」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms174212(v=SQL.110).aspx) を参照してください。 

SQL Server 2012 で新たに加わったポリシー ベースの管理機能を使用すると、データ

ベース エンジン、Analysis Services、および Reporting Services の構成を設定できま

す。この機能では、インスタンス、インスタンス オブジェクト、データベース、お

よびデータベース オブジェクトの構成を評価するために SQL Server 2012 が提供す

るベスト プラクティス ポリシーをインポートできます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms174212(v=SQL.110).aspx
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注: データベース エンジンの機能を設定するには、sp_configure も使用できま

す。 

サービスおよび接続の構成 

SQL Server 構成マネージャーを使用すると、SQL Server 2012 サービスと、(必要に応

じて) リモート接続を構成できます。インプレース アップグレードを使用する場合、

SQL Server 2012 セットアップはソース SQL Server インスタンスでのサービス構成を

保持します。 

注: SQL Server 2005 からアップグレードする場合には、例外があります。SQL 

Server 2008 では新しいフルテキスト検索サービスが導入されたので、インプレー

ス アップグレードであっても、SQL Server 2005 のフルテキスト検索サービスの

設定は保持されません。 

SQL Server 2012 では、管理されたサービス アカウントおよび仮想アカウントが新た

にサポートされており、SQL Server サービスに使用できます。管理されたサービス 

アカウントおよび仮想アカウントは、それぞれが自身のアカウントを分離するので、

管理者が手動でこれらのアカウントのサービス プリンシパル名 (SPN) および資格情

報を管理する必要はありません。この変更により、サービス アカウントのユー

ザー、パスワード、および SPN の長期的な管理が非常に簡単になります。これらの

種類のアカウントの詳細については、「サービス アカウントのステップ バイ ステッ

プ ガイド」(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd548356(WS.10).aspx) を参照

してください。 

SQL Server 2012 では、サービスを新たにインストールするときに仮想アカウントを

使用する動作が既定になっています。例外は SQL Server Browser と SQL Server VSS 

Writer サービスで、既定のアカウントがそれぞれ LOCAL SERVICE と LOCAL SYSTEM 

となっています。 

インプレース アップグレードを使用する場合は、アップグレード後に SQL Server 構

成マネージャーを使用して、新たに使用できるようになった管理されたサービス ア

カウントまたは仮想アカウントに変更できます。 

サイド バイ サイド アップグレードを使用する場合は、必要に応じて既定のサービス

設定の調整が必要になることがあります。インストール後に SQL Server 関連のサー

ビスのアカウント、パスワード、スタートアップの種類などのプロパティを変更する

には、SQL Server 構成マネージャーを使用します。SQL Server 構成マネージャーで

は、サービス アカウントだけでなく、Windows レジストリの権限など、他の構成も

変更できます。Windows サービス コントロール マネージャーを使用してサービス 

アカウントを変更することはできません。詳細については、SQL Server 2012 オンラ

イン ブックの「SQL Server 構成マネージャー」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms174212(v=SQL.110).aspx) を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd548356(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd548356(WS.10).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms174212(v=SQL.110).aspx


214 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

これらのサービスの一部は、インスタンスによってはオプションです。これらのサー

ビスは SQL Server 構成マネージャーにより、SQL Server インスタンスが必要とする

機能に応じて有効と無効を切り替えることができます。SQL Server 2012 にアップグ

レードしようとする前に、これらの新しいサービス アカウントとそのセキュリティ

要件を確認する必要があります。原則的に、必要でないサービスは無効にしておくよ

うにします。また、多くのサービスでは、リモート接続も有効と無効を切り替えるこ

とができます。 

サービス アカウントとサービスの詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブッ

クの「Windows サービス アカウントと権限の構成」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143504(v=sql.110).aspx)」を参照してください。 

サービス アカウントのセキュリティ 

Microsoft SQL Server 2012 では、サービス (SQL Server Browser サービスを除く) ごと

に SID を使用できるため、サービスの分離と多層防御が可能になっています。サー

ビスごとの SID は、サービス名から取得されるので、そのサービスに固有です。

サービスを分離すると、高い特権のアカウントを使用したり、オブジェクトのセキュ

リティ保護を弱めたりすることなく、特定のオブジェクトにアクセスできます。サー

ビス SID を含むアクセス制御エントリ (ACE) を使用することにより、SQL Server 

サービスはそのリソースへのアクセスを制限することができます。SQL Server 

Browser および Analysis Services を除くすべての SQL Server サービスで、SQL Server 

はサービスごとにアカウントの権限を直接構成するので、リソース ACL プロセスを

繰り返さなくてもサービス アカウントを変更できます。サービスごとの SID を使用

しない 2 つのサービスについては、SQL Server セットアップがローカル Windows グ

ループを作成し、作成したグループに対して必要な権限を直接構成します。詳細につ

いては、SQL Server 2012 オンライン ブックの「Windows サービス アカウントと権

限の構成」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143504(v=SQL.110).aspx) を参

照してください。 

これは、以前の SQL Server インストールとの大きな違いです。以前のバージョンで

は、すべてのサービスに対してローカル Windows グループを作成し、一部の構成だ

けでサービスごとの SID を使用していました。詳細については、「Windows サービ

ス アカウントと権限の構成」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143504(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

SQL Server 2008 または SQL Server 2008 R2 からのインプレース アップグレードの場

合、SQL Server セットアップは、SQL Server 2008 のサービスごとの SID に対する 

ACE と、SQL Server によって使用されるローカル Windows グループを保持します。 

SQL Server 2005 からのアップグレードの場合、SQL Server セットアップは、データ

ベース エンジンとそのファイル フォルダーおよびレジストリ キーに対してサービス

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143504(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143504(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143504(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143504(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143504(v=sql.110).aspx


215 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

ごとの SID を使用するように権限を変更します。ローカル Windows グループは保持

されますが、名前が変更されます。 

どちらの場合も、権限はすべて保持されるため、アップグレードのために特別な操作

は必要ありません。 

ベスト プラクティスとしては、可能であれば管理されたサービス アカウントまたは

仮想アカウントを使用することと、できるだけ特権を追加しないようにすることが挙

げられます。管理されたサービス アカウントまたは仮想アカウントを使用できない

場合は、各サービスに対して特権レベルの低い個別のユーザー アカウントまたはド

メイン アカウントを使用し、特権を直接追加しないようにします。代わりに、セ

キュリティ グループまたはサービスごとの SID に特権を適用します。詳細について

は、SQL Server 2012 オンライン ブックの「Windows サービス アカウントと権限の

構成」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143504(v=SQL.110).aspx) を参照し

てください。 

機能の構成 

SQL Server 2008 で導入された新しいポリシー ベースの管理機能を使用して、多くの

データベース エンジンの機能や、Analysis Services および Reporting Services コン

ポーネントのオプションの有効と無効を切り替えることができます。このほか、

sp_configure ストアド プロシージャを使ってデータベース エンジンのオプションを

設定することもできます。 

ここに挙げたオプションはいずれも、新しくインストールしたときには既定で無効に

なっています。ただし、クラスターの Windows Data Access Components (DAC) はリ

モートでの使用が既定で有効になっています。オプションを既定で無効にしてあるの

は、新しくインストールした SQL Server が攻撃を受ける危険性を減らすためです。

これらのオプションは、SQL Server 2012 のインスタンスで、必要に応じて個別に有

効にできます。 

インプレース アップグレードでは、いずれの機能についてもアップグレード前の構

成が保持されます。ただし、ポリシー ベースの管理を使用すれば、不要な機能を無

効にしてアップグレード後のインスタンスが攻撃を受ける危険性を減らすことができ

ます。 

ポリシー ベースの管理のセキュリティ構成ファセットを使用して設定できるデータ

ベース エンジンの構成機能を次に示します。 

 アドホック リモート クエリ 

 共通言語ランタイム (CLR) 統合 

 DAC (専用管理者接続のリモートでの使用) 

 データベース メール 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143504(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143504(v=SQL.110).aspx
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 ネイティブ XML Web サービス (HTTP エンドポイントが定義されている場合) 

 OLE オートメーション 

 Service Broker 

 xp_cmdshell 

設定済みのセキュリティのベスト プラクティス ポリシー (セキュリティ構成など) が 

SQL Server 2012 のインストール パスの ¥110¥Tools¥Policies¥DatabaseEngine¥1033 

フォルダーにあります。ポリシー ベースの管理の詳細については、「ポリシー ベー

スの管理を使用したサーバーの管理」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb510667(v=SQL.110).aspx) を参照してください。 

SQL Server Audit 

SQL Server Audit は、SQL Server 2008 で導入された機能です。この機能を使用する

と、データベース エンジン セキュリティ イベントの監査をカスタマイズし、ファイ

ル、Windows セキュリティ イベント ログ、または Windows アプリケーション イベン

ト ログに書き込めるようにすることができます。この機能は拡張イベントに基づいて

おり、低オーバーヘッドで拡張性と信頼性のどちらにも優れ、かつ安全な監査を実行

できます。SQL Server 2012 では、サーバー監査のサポートが拡張され、SQL Server の

すべてのエディションが対象となりました。SQL Server 2012 Enterprise Edition は SQL 

Server Audit のすべての機能をサポートしているのに対して、これ以外のエディション

はいずれも SQL Server Audit の主要な機能だけをサポートしています。主要な機能と

して、SQL トレースでも利用可能なすべての機能がサポートされており、SQL Server 

のどのエディションでも SQL トレースから SQL Server Audit への移行が簡単にできる

ようになっています。SQL Server Audit の詳細については、SQL Server 2012 オンライ

ン ブックの「SQL Server Audit (データベース エンジン)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc280386(v=SQL.110).aspx) を参照してくださ

い。 

監査目的で SQL トレースを使用している場合は、更新後に SQL Server Audit に変更

することを検討してください。SQL Server Audit は SQL トレースよりもセキュリ

ティ監査に適していて信頼性が高く、管理もしやすくなっています。また、SQL ト

レースは非推奨であり、SQL Server の将来のバージョンでは廃止される予定です。

今のうちに SQL Server Audit に移行しておけば、新たな機能が利用でき、SQL Server 

の将来のバージョンへのアップグレードも簡単になります。 

SQL Server 2012 では、SQL Server Audit の機能強化も行われています。強化された

機能は次のとおりです。 

 監査ログへの書き込みエラーに対する回復力の強化 

 誤った監査ターゲットに書き込まれる監査イベントを生成するような動作を失

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510667(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510667(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc280386(v=SQL.110).aspx


217 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

敗させる、新しいオプション 

 ロールオーバーすることなく監査ファイルの数を制限する、新しいオプション 

 監査ログでの追加の Transact-SQL (T-SQL) スタック フレーム情報 

 監査ログにユーザー定義の監査イベントを書き込む機能 

 監査ログへの書き込みの前に監査イベントにフィルターを適用する機能 

 包含データベース ユーザーの監視 

アップグレードのための準備 

新機能について把握できたら、アップグレード プランとアップグレード プロセスを

準備する必要があります。SQL Server 2012 で非推奨または廃止になった機能を確認

し、アップグレードに支障をきたす変更や、アップグレード後にアプリケーションの

動作が変わる点について調査します。 

非推奨機能 

一部のセキュリティ関連の機能は、SQL Server 2012 では非推奨となっています。

SQL Server 2012 では引き続き使用できますが、SQL Server の将来のバージョンでは

削除の予定です。これらの非推奨機能は、SQL Server 2012 へのアップグレードには

直接影響しませんが、その後のバージョンへのアップグレードに影響します。非推奨

機能の全容については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 

データベース エンジンの非推奨機能」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143729(v=SQL.110).aspx) を参照してください。 

非推奨セキュリティ機能の大部分は、Transact-SQL (T-SQL) コマンドによって置き換

えられたシステム ストアド プロシージャです。たとえば、sp_adduser と 

sp_dropuser は CREATE USER と DROP USER に、SETUSER は EXECUTE AS に、それ

ぞれ置き換えられています。これらのプロシージャは、ユーザーとスキーマの分離に

対応していないため、非推奨になっています。CREATE USER や CREATE SCHEMA の

ような新しいセキュリティ コマンドを利用するようになったら、使用するビューを 

sysobjects のような互換性ビューから sys.objects のようなカタログ ビューに切り替

える必要があります。 

表 2 は、SQL Server 2012 で非推奨となっているセキュリティ機能と、その代替機能

の一覧です。 

表 2: 非推奨セキュリティ機能 

非推奨機能 新しい機能 

sp_addapprole 

sp_dropapprole 

CREATE APPLICATION ROLE 

DROP APPLICATION ROLE 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=SQL.110).aspx
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非推奨機能 新しい機能 

sp_addlogin 

sp_droplogin 

CREATE LOGIN 

DROP LOGIN 

sp_adduser 

sp_dropuser 

CREATE USER 

DROP USER 

sp_addrolemember 

sp_droprolemember 

ALTER ROLE 

sp_addsrvrolemember 

sp_dropsrvrolemember 

ALTER SERVER ROLE 

sp_grantdbaccess 

sp_revokedbaccess 

CREATE USER 

DROP USER 

sp_addrole 

sp_droprole 

CREATE ROLE 

DROP ROLE 

sp_approlepassword 

sp_password 

ALTER APPLICATION ROLE 

ALTER LOGIN 

sp_changeobjectowner ALTER SCHEMA  

ALTER AUTHORIZATION 

sp_defaultdb 

sp_defaultlanguage 

ALTER LOGIN 

sp_denylogin 

sp_grantlogin 

sp_revokelogin 

ALTER LOGIN DISABLE 

CREATE LOGIN 

DROP LOGIN 

USER_ID DATABASE_PRINCIPAL_ID 

xp_grantlogin 

xp_revokelogin 

xp_loginConfig 

CREATE LOGIN 

DROP LOGIN 

SERVERPROPERTY('IsIntegratedSecurityOnly') 

sp_change_users_login ALTER USER 

sp_srvrolepermission 

sp_dbfixedrolepermission 

出力には、SQL Server 2012 に実装された権限階層への変

更が反映されません。 

sp_addremotelogin 

sp_addserver 

sp_dropremotelogin 

sp_helpremotelogin 

sp_remoteoption 

リモート サーバーの代わりにリンク サーバーを使用して

ください。sp_addserver は、ローカル オプションでのみ

使用できます。 

@@remserver リモート サーバーの代わりにリンク サーバーを使用して

ください。 

RC4 または RC4_128 を使用する

暗号化 

AES など、別の暗号化アルゴリズムを使用してください。 

DESX 暗号化アルゴリズム AES など、別のアルゴリズムを使用してください。 

GRANT ALL 

DENY ALL 

REVOKE ALL 

特定の権限に対する GRANT、DENY、および REVOKE を使

用してください 

PERMISSIONS 組み込み関数 sys.fn_my_permissions 

SETUSER EXECUTE AS 

ALTER LOGIN WITH SET 

CREDENTIAL  

ALTER LOGIN ADD および DROP CREDENTIAL 構文 
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非推奨機能 新しい機能 

「c2 audit option」と「default 

trace enabled」構成オプション 

情報セキュリティ国際評価基準に準拠すると共に、拡張イ

ベントを使用してください。 

SQL トレースのストアド プロ

シージャ、関数、およびカタロ

グ ビュー 

監査には SQL Audit を使用し、他の目的には拡張イベント

を使用してください。 

 

これらのセキュリティ アップグレードの問題を完全に理解するには、SQL Server 

2012 オンライン ブックの「SQL Server データベース エンジンの旧バージョンとの

互換性」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143532(v=SQL.110).aspx) を参照

してください。 

廃止された機能 

SQL Server 2012 では多くのセキュリティ機能が廃止されたため、それに合わせてア

プリケーションを調整しないと、アプリケーションが適切に動作しなくなります。 

この問題の多くは、アップグレード プロセスの前に対処できますが、問題があって

もアップグレードができなくなることはありません。表 3 は、SQL Server 2012 で廃

止されたセキュリティ関連の機能の一覧です。 

表 3: 廃止されたセキュリティ関連の機能 

廃止された機能の全容については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 

2012 で廃止されたデータベース エンジンの機能」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms144262(v=SQL.110).aspx) を参照してください。 

注: SQL Server 2005 からアップグレードする場合、SQL Server 2008 および SQL 

Server 2008 R2 で廃止された機能があるために、アップグレード プロセスが影響

を受けることがあります。完全な一覧については、SQL Server 2008 R2 オンライ

ン ブックの「SQL Server 2008 R2 で廃止されたデータベース エンジンの機能」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=SQL.105).aspx) を参照して

廃止された機能 説明/代替方法 

リモート サーバー sp_addserver を使用して新しいリモート サーバー

を作成する機能は廃止されました。'local' オプ

ションを設定した sp_addserver は引き続き使用で

きます。アップグレード中に保持されたリモート 

サーバーまたはレプリケーションによって作成さ

れたリモート サーバーは使用可能です。 

sp_dropalias 別名をユーザー アカウントとデータベース ロー

ルの組み合わせで置き換えてください。 

SQL Server 2000 より前のログインの値を表す 

PWDCOMPARE のバージョン パラメーター 

なし 

sys.database_principal_aliases 別名をユーザー アカウントとデータベース ロー

ルの組み合わせで置き換えてください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143532(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143532(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=SQL.105).aspx
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ください。 

重大な変更 

表 4 は、データベース エンジンでのセキュリティ関連の重大な変更の一覧です。見

てわかるように、一覧の項目はごくわずかですが、アップグレードするシステムに該

当するかどうかを確認し、事前に対処する必要があります。 

表 4: セキュリティ関連の重大な変更 

支障をきたす問題 解決方法 

sp_setapprole、

sp_unsetapprole、および 

EXECUTE AS 

cookie OUTPUT パラメーターは現在、適切な最大長である 

varbinary(8000) としてドキュメントに記載されています。ところ

が、現在の実装では、アプリケーション ロールには varbinary(50) 

が返され、EXECUTE AS には varbinary(100) が返されます。将来の

リリースで cookie の戻り値のサイズが増えた場合にもアプリケー

ションが正常に動作するように、アプリケーションでは 

varbinary(8000) を継続して予約しておく必要があります。 

sys.fn_get_audit_file  ユーザー定義の監査イベントをサポートするために、2 つの列 

(user_defined_event_id と user_defined_information) が追加されま

した。名前で列を選択しないアプリケーションは、予想よりも多

くの列を返す場合があります。名前で列を選択するか、これらの

追加列を受け入れるようにアプリケーションを調整してくださ

い。 

 

重大な変更の全容については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 

2012 におけるデータベース エンジン機能の重大な変更」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=SQL.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

注: SQL Server 2005 からアップグレードする場合、SQL Server 2008 および SQL 

Server 2008 R2 での重大な変更のために、アップグレード プロセスが影響を受け

ることがあります。完全な一覧については、SQL Server 2008 R2 オンライン ブッ

クの「SQL Server 2008 R2 におけるデータベース エンジン機能の重大な変更」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=SQL.105).aspx) を参照して

ください。 

動作の変更 

SQL Server 2012 では、セキュリティ関連の動作の変更はありません。その他の変更

の全容については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 におけ

るデータベース エンジン機能の動作の変更」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143359(v=SQL.110).aspx) を参照してください。 

注: SQL Server 2005 からアップグレードする場合には、SQL Server 2008 および 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=SQL.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=SQL.110).aspx
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SQL Server 2008 R2 での動作の変更のために、アップグレード プロセスが影響を

受けることがあります。完全な一覧については、SQL Server 2008 R2 オンライン 

ブックの「SQL Server 2008 R2 におけるデータベース エンジン機能の動作の変

更」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.105).aspx) を参照し

てください。 

アップグレード前のセキュリティ関連作業 

次に示すのは、リレーショナル エンジンを SQL Server 2012 にアップグレードする

前に完了しておくことが推奨されるセキュリティ関連の作業の一覧です。ここに挙げ

る作業はアップグレード プランに組み込むようにしてください。 

1. 現在のデータベース セキュリティの評価。最初に、現在のシステムのセキュ

リティ レベルを評価します。既存の各サーバーについて、以下のようなセ

キュリティ機能の情報をまとめます。 

 認証の種類 (Windows のみまたは Windows と SQL Server) 

 パスワードの脆弱性 (SQL Server 認証について) 

 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) の結果または同等の分析

結果 

 サービス アカウントの特権 

 xp_cmdshell の使用 

 必要な監査 

 データベースで使用されている暗号化アルゴリズム 

SQL Server 2008 以降では、SQL Server ログイン パスワードが強化されていま

す。SQL Server ログインの作成と管理を行う DBA は、SQL Server ログインに

ローカル Windows パスワード ポリシーを適用できるようになりました。可能

であれば、SQL Server ログインにはこれまでより強力なパスワードと Windows 

レベルのパスワード ポリシーを組み込むことを検討してください。 

また、新しい SQL Server ログインを作成するアプリケーションおよびスクリ

プトを確認して、新しいパスワード セキュリティの強化に対応するためにア

プリケーションとスクリプトのロジックを変更する必要があるかどうかを判断

してください。 

2. データベースのバックアップ。どのアップグレード方法を使用する場合でも、

アップグレードするサーバーからデータベースの初期バックアップを行う必要

があります。バックアップ ファイルまたはテープを検証する必要もありま

す。アップグレード前には、他のバックアップと同様に、セキュリティの観点

から必要な作業を行います。たとえば、バックアップにパスワードを適用し、

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=SQL.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=SQL.105).aspx
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バックアップ メディアを安全に格納します。メディアを安全な場所に移す必

要がある場合は、移動の手段も安全で信頼できるものであることを確認しま

す。 

3. SQL Server 2012 Upgrade Advisor によって発見された問題の確認および解

決。アップグレード アドバイザーを実行し、アップグレードに支障をきたす

問題をすべて解決したうえで、その他のすべての問題についても解決策を探す

必要があります。問題の多くは、セキュリティに関連しています。これらのセ

キュリティ関連の問題の一部は、アップグレード アドバイザーのヘルプ ト

ピック「データベース エンジンのアップグレードに関するその他の問題」の

一覧で見つけることができます。「第 1 章 アップグレードの計画と配置」で

は、アップグレード アドバイザーと、SQL Server の Best Practices Analyzer の

使用方法について説明しています。 

4. 認証モードの選択。SQL Server へのユーザー接続およびアプリケーション接続

には、できる限り Windows 認証を使用してください。Windows 認証は、サー

ドパーティ アプリケーションでは使用できない場合があるものの、ユーザーお

よび中間層サーバーでは理にかなった選択です。パスワードとパスワードの有

効期限の管理は、SQL Server ではなく Windows に任せるのが良いでしょう。 

5. サービス アカウントのセキュリティの決定。SQL Server 2012 のインストール

に使用するサービス アカウントを決めます。「サービス アカウントのセキュ

リティ」のセクションで既に説明したように、SQL Server 2012 サービス アカ

ウントにローカル管理者権限を許可する必要はありません。SQL Server 2012 

サービス アカウントに付与する権利は、アップグレード前に決定するか、

SQL Server セットアップで自動的に設定できます。 

6. アップグレード方法の選択。アップグレード方法は、セキュリティ面の危険を

冒すことがない方法を選択する必要があります。たとえば、一部のデータは機

密性が高いのでサーバーから移動させたくないものの、インプレース アップ

グレードもしたくないと考えたとします。この場合、サーバーに十分なリソー

スがあれば、同じサーバー上でサイド バイ サイド アップグレードを実行でき

ます。インプレース アップグレードおよびサイド バイ サイド アップグレー

ドのセキュリティに関するその他の考慮事項については、この章の後の方の

「インプレース アップグレード」と「サイド バイ サイド アップグレード」

のセクションを参照してください。 

7. アップグレード プランの作成、文書化、およびテスト。周到な計画を作成す

ることで、エラーを防ぐことができます。アップグレード プランを文書化す

るだけでなく、テスト環境でアップグレード手順をテストする必要がありま

す。実稼働データを使用する必要がある場合には、テスト環境に少なくとも運

用環境と同等のセキュリティを確保してください。アップグレードの計画の詳

細については、「第 1 章 アップグレードの計画と配置」を参照してくださ
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い。 

SQL Server 2012 へのアップグレード 

ここでは、インプレース アップグレードまたはサイド バイ サイド アップグレード

に関してセキュリティ面で特に注意が必要な点について説明します。 

インプレース アップグレード 

SQL Server 2012 では、必要でないサービスと構成設定は既定で無効になっていま

す。しかし、インプレース アップグレードの際には、アップグレードが終了するま

で SQL Server 2012 セットアップ プログラムによって SQL Server 2012 サービスが維

持されます。そのため、アップグレード プロセスがこのような理由で失敗すること

はありません。 

インプレース アップグレードは同じデータベース サーバーで実行されるので、従来

の SQL Server インスタンスを新しいインスタンスに置き換えても、データにはサー

バーと同程度の安全性が確保されます。ただし、SQL Server 2012 セットアップ プロ

グラムが新しい SQL Server 2012 インスタンスを起動する前に従来の SQL Server 

サービスが停止した場合には、わずかな期間ではありますが、SQL Server サービス

が排他的にデータ ファイルを使用する状態ではなくなります。このため、アップグ

レード プロセスの間に外部ユーザーがデータベース サーバーのファイルにアクセス

することがないよう、データ ファイルにセキュリティ保護を実施してください。 

サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイド アップグレードでは、SQL Server 2012 の新しいインスタンスを

新しいサーバーにインストールするか、従来のインスタンスと共に現在のサーバーに

インストールします。この場合、サービスおよび構成オプションが、アップグレード

が確実に成功するように設定されていることを確認する必要があります。たとえば、

新しくインストールした SQL Server 2012 に対する攻撃の危険性を軽減するために既

定で無効になっている機能として、アドホック分散クエリ、OLE オートメーション、

および xp_cmdshell があります。新しくインストールした SQL Server にこのような

機能が必要な場合には、ポリシー ベースの管理機能または sp_configure を使用して

有効にする必要があります。 

古いインスタンスから新しいインスタンスにデータを移動する場合は、バックアップ/

復元、デタッチ/アタッチ、BCP、データ変換サービス (DTS)、データベース コピー 

ウィザードなどの転送方法のなかから使用するものを選択する必要があります。最初

の 2 つの方法の場合は、離れた場所にファイルをコピーするので、コピーのプロセ

スとコピーに使用されるメディアのセキュリティを確保する必要があります。 

データベース コピー ウィザードを使用する場合は、SQL Server ログインがコピー元

の従来の SQL Server インスタンスとコピー先の SQL Server 2012 インスタンスの両

方の sysadmin 固定サーバー ロールのメンバーである必要があることに注意してくだ

さい。このウィザードの使用方法の詳細については、SQL Server 2012 オンライン 
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ブックの「データベース コピー ウィザードの使用」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms188664(v=SQL.110).aspx) を参照してください。 

注: サイド バイ サイド アップグレードを使用する場合は、SQL Server 2012 の

サービスを、SQL Server のインストールに適した構成に変更する必要がありま

す。インプレース アップグレードでは、SQL Server 2012 セットアップによって

アップグレード対象の SQL Server インスタンスのサービス設定が保持されます。

ただし、SQL Server 2005 からアップグレードする場合には、フルテキスト検索の

ための新しいサービスが例外となります。SQL Server 2005 フルテキスト検索の

サービス設定は、インプレース アップグレードであっても保持されません。 

アップグレード後のセキュリティ関連作業 

アップグレード後には、セキュリティ関連のさまざまな作業が必要になります。アッ

プグレードしたインスタンスが最大限に安全であることを確認するには、次の手順を

実行します。 

1. サービス アカウントの設定を確認します。アップグレード後の SQL Server 

2012 インスタンスで必要なサービスだけが有効になっていることを確認しま

す。サービスと設定を検証するには、SQL Server 構成マネージャー ツールを

使用します。 

2. 構成設定を確認します。既定で無効になっている設定も含めて、正しい構成設

定になっていることを確認します。有効にするのは必要な設定だけにしてくだ

さい。正しい構成を設定するには、ポリシー ベースの管理機能または 

sp_configure を使用します。 

3. サービス アカウントのセキュリティを検証します。新しい SQL Server 2012 

インスタンスのサービス アカウントに与えられた Windows の特権を調べて、

必要最低限の権限であることを確認します。 

4. 認証モードを確認します。できれば、SQL Server に接続するときには必ず 

Windows 認証を要求するようにしてください。 

5. 強力なパスワードを使用します。SQL Server 認証では、すべてのログインに

強力なパスワードを要求します。また、Windows 認証を使用する場合でも、

sa アカウントには強力なパスワードを要求します。最後に、パスワード ポリ

シーのチェックを有効にします。 

6. キーを変更します。サービス マスター キーおよびデータベース マスター 

キーの暗号化を 3DES から AES に変更します。 

アップグレード後のセキュリティ テスト 

アップグレード プランには、データにセキュリティ保護が必要なデータベースのセ

キュリティ設定に関してアップグレード後に実施するテストについても記載しておく

必要があります。アップグレード後の SQL Server インスタンスのセキュリティをテ

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188664(v=SQL.110).aspx
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ストするには、主に 2 つの方法があります。手動で行う方法と、自動ツールを使用

する方法です。 

 手動テスト。手動テストでは、サーバーにログインしてさまざまな構成設定

をすべて調べます。強化戦略のチェック リストを使用し、設定を確認しなが

らチェック済みの印を付けていきます。このようなテストで確認する設定に

は、サービスと構成に影響を与えるものとしてこの章で示されているすべての

オプションが含まれます。 

 自動化されたテスト。もう 1 つの方法では、自動化されたツールまたはツー

ルのセットを実行して、脆弱性を精査し、対処方法を決定します。たとえば、

SQL Server のセキュリティを評価する標準ユーティリティである Microsoft 

Baseline Security Analyzer (http://technet.microsoft.com/ja-

jp/security/cc184924.aspx) などを実行できます。 

アップグレードされた SQL Server 2012 システムのセキュリティ レベルについて

自信が持てるようにするには、手動テストと自動テストを組み合わせて実施する

のが良いでしょう。 

結論 

SQL Server 2012 では、強力なセキュリティと、セキュリティ管理を容易にするため

の新しいツールを提供しています。この章で説明したセキュリティ関連の新しい機

能、変更された機能、および廃止された機能に注意することによって、SQL Server 

2005、SQL Server 2008、または SQL Server 2008 R2 から SQL Server 2012 への移行

をスムーズに行うことができます。また、アップグレードの計画を綿密に行ったうえ

で安全なバックアップ戦略を策定し、アップグレードの前後に広範なテストを実施す

れば、システムの保護が実現するだけでなく、新しいセキュリティ機能を余すところ

なく活用できます。 

その他のリファレンス 

その他、データベース セキュリティのアップグレードに関する最新のリファレンス

については、次のリンクを参照してください。 

 SQL Server 2012 の Web サイト  

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=SQL.110).aspx) 

 SQL Server 開発者向け技術情報  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server TechCenter  

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/security/cc184924.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/security/cc184924.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
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第 6 章: フルテキスト検索 

概要 

SQL Server 2012 では、フルテキスト アーキテクチャがデータベース エンジンに完

全に統合されています。このため、フルテキスト エンジンは別のサービスではな

く、SQL Server プロセス内に存在します。フルテキスト エンジンをデータベース エ

ンジン コンポーネントに統合したことにより、フルテキストの管理、混合クエリの

最適化、および全体的なパフォーマンスが向上しています。このアーキテクチャは、

すべてのフルテキスト コンポーネント (他のデータベース オブジェクトも含む) の管

理、DLL 構文の操作、外部コンポーネントの変更の回避などにも柔軟に対応できま

す。 

このようにアーキテクチャが変更されているものの、以前のバージョンとの互換性は

最大限に維持されています。実際に、フルテキスト検索エンジンは完全に書き直され

ていますが、クエリ構文のモデルにはほとんど変更がありません。 

この章では、フルテキスト検索に関係のあるさまざまな側面について説明します。 

ここに挙げる点は、以前のバージョンの SQL Server から SQL Server 2012 へのアッ

プグレード プロセスの実行前、実行中、および実行後に考慮が必要になります。 

フルテキスト アーキテクチャの詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブッ

クの「フルテキスト検索 (SQL Server)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms142571.aspx) を参照してください。 

アップグレードのための準備 

フルテキスト検索が利用できるリレーショナル データベースをアップグレードするに

は、データベース エンジンとそのすべてのデータベースにインプレース アップグ

レードを実行するか、データベースにサイド バイ サイド アップグレードを実行しま

す。サイド バイ サイド アップグレードでは、バックアップ/復元による方法とデタッ

チ/アタッチによる方法のいずれかを使用します。どちらも、この章で後ほど説明し

ます。リレーショナル データベースのアップグレードにインプレース アップグレー

ドとサイド バイ サイド アップグレードのどちらを使用するかについては、「第 1 章 

アップグレードの計画と配置」を参照してください。 

フルテキスト対応のリレーショナル データベースのアップグレードにインプレース 

アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードのどちらを選択した場合でも、

さまざまな問題が発生する可能性があります。SQL Server 2008 または SQL Server 

2008 R2 から SQL Server 2012 に移行する際のフルテキスト検索のアップグレードに

関する問題のうち、特に重要性の高いものを次に示します。 

SQL Server 2012 のフルテキスト検索における非推奨機能、廃止された機能、重大な

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms142571.aspx
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変更、および動作の変更の完全な一覧については、SQL Server 2012 オンライン ブッ

クの「フルテキスト検索における旧バージョンとの互換性」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143544(v=sql.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

非推奨機能 

SQL Server の次のリリースで廃止されるフルテキスト検索機能はありませんが、それ

以降のバージョンではいくつかの機能が削除される予定です。トレースまたは新しい

システム モニター オブジェクト SQLServer:Deprecated Features を使用すると、アプ

リケーションで使用されている非推奨機能を確認できます。詳細については、SQL 

Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server:Deprecated Features オブジェクト」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510662(v=sql.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

最も重要性の高い非推奨機能を以下に示します。 

 sp_fulltext_catalog プロシージャ。代わりに、新しい DDL ステートメントの 

CREATE FULLTEXT CATALOG、ALTER FULLTEXT CATALOG、および DROP 

FULLTEXT CATALOG を使用します。 

 sp_fulltext_column、sp_fulltext_database、および sp_fulltext_table プロシー

ジャ。この 3 つのストアド プロシージャに代わる新しい DDL ステートメント

はそれぞれ、CREATE FULLTEXT INDEX、ALTER FULLTEXT INDEX、および 

DROP FULLTEXT INDEX です。 

非推奨となったフルテキスト検索機能の完全な一覧については、SQL Server 2012 オン

ライン ブックの「SQL Server 2012 の非推奨フルテキスト検索機能」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc646010(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

重大な変更 

sys.fulltext_languages カタログ ビューの名前の列の言語が変更されています。SQL 

Server インスタンスの照合順序に準拠するようになりました。この変更によって、

sys.syslanguages ビューを sys.fulltext_languages ビューに結合できるようになります。

重大な変更の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「フルテキスト検

索の重大な変更」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143709(v=sql.110).aspx) を

参照してください。 

動作の変更 

いくつかの動作の変更によって、アップグレードの完了後に修正措置が必要になるこ

とがあります。表 1 は、そのなかでも特に重要性の高い変更の一覧です。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143544(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510662(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc646010(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143709(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143709(v=sql.110).aspx
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表 1: 修正措置が必要になる場合がある動作の変更 

動作の変更 説明 

ワード ブレーカーとフィルター: SQL Server 2012 で

は、いくつかの言語で新しいバージョンのワード ブ

レーカーおよびステミング機能がインストールされま

す。 

これらの新しいワード ブレーカーは、古

いコンポーネントとは異なる結果を返す場

合があります。既存のフルテキスト イン

デックスを再作成することを推奨します。 

フルテキスト検索の動作の変更の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブッ

クの「フルテキスト検索の動作の変更」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143272(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

アップグレード アドバイザーの実行 

アップグレードの開始前にこのような問題の多くを把握するために、SQL Server 

2012 Upgrade Advisor を実行して、アップグレードするリレーショナル データベー

スを分析し、レポートを生成します。このツールをインストールして実行する方法に

ついては、「第 1 章 アップグレードの計画と配置」を参照してください。 

問題の種類によっては、アップグレード アドバイザーで検出できない場合や、誤検

出が大量に発生する場合もあります。フルテキスト検索のアップグレードに関して

アップグレード アドバイザーで検出される問題の一覧については、アップグレード 

アドバイザーのヘルプで「フルテキスト検索のアップグレードに関する問題」を参照

してください。 

第 1 章では、アップグレードの準備のため SQL Server 2008/2008 R2 バージョンの 

SQL Server Best Practices Analyzer (BPA) を実行する方法についても説明していま

す。 

ロールバックの準備 

フルテキスト検索が有効になっているデータベースのアップグレードを開始する前

に、必要であれば失敗したアップグレードをロールバックできることと、データベー

スにアップグレードを正常に完了できるだけの十分な空き領域があることを確認しま

す。インプレース アップグレードのプロセスはほとんどの状況に対処できる設計に

なっていることが確認されているものの、想定外の問題が発生するとアップグレード

に失敗する場合もあります。最悪の場合、アップグレードの失敗が原因で SQL 

Server 2008/2008 R2 が使用できなくなることも考えられます。そのため、アップグ

レード プロセスの失敗を想定して計画しておくことが重要です。 

既存のフルテキスト対応のデータベースから SQL Server 2012 にサイド バイ サイド 

アップグレードするときには、インプレース アップグレードと同じ種類の問題が発

生することはありません。ただし、必要があればロールバックできるように、同様の

手順を実行しておく必要があります。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143272(v=sql.110).aspx
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インプレース アップグレードが失敗した場合の解決策として一般に最も簡単なの

は、SQL Server 2008/2008 R2 を再インストールし、アップグレード プロセスを開始

する前の状態に戻すことです。既存のインストールを復元するために必要なデータと

構成ファイルがすべて使用できることを確認するには、アップグレード プロセスを

開始する前に、次の手順と、「第 3 章 リレーショナル データベース」で概要が説明

されている手順を実行します。 

 要件を確認して、ハードウェアとソフトウェアが SQL Server 2012 をサポート

できるかどうかを判断します。詳細については、SQL Server 2012 オンライン 

ブックの「SQL Server 2012 のインストールに必要なハードウェアおよびソフ

トウェア」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx) 

を参照してください。 

 システム構成チェッカー (SCC) を使用してサーバーをスキャンし、SQL Server 

2012 を正常にインストールするにあたって支障をきたす問題がないことを確

認します。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「システム

構成チェッカーの検査パラメーター」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143753(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

 SQL Server のセキュリティのベスト プラクティスとガイダンスを確認しま

す。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server イン

ストールのセキュリティに関する注意点」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms144228(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

 サーバー上でアップグレード アドバイザーを実行し、正常なアップグレードに

支障をきたす問題を特定します。詳細については、SQL Server 2012 オンライ

ン ブックの「アップグレード アドバイザーを使用したアップグレードの準

備」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx) を参

照してください。 

 フルテキスト インデックスのベース テーブルに関連付けられているファイル 

グループに、SQL Server 2012 フルテキスト インデックスに必要な追加の領域

を受け入れられる十分な空き領域があることを確認します。 

フルテキスト対応のデータベースのアップグレード 

フルテキスト対応のデータベースを SQL Server 2012 にアップグレードする場合は、

インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードのどちらかを選

択できます。 

インプレース アップグレード 

インプレース アップグレードでは、SQL Server 2012 のインスタンスが SQL Server 

2008/2008 R2 の旧バージョンとサイド バイ サイドでセットアップされ、データが新

しいバージョンに移行されます。旧バージョンの SQL Server にフルテキスト検索が

インストールされている場合には、新しいバージョンのフルテキスト検索が自動的に

インストールされます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143753(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143753(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144228(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144228(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx
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サイド バイ サイド インストールとは、SQL Server のインスタンス レベルで次のコ

ンポーネントが存在することを指します。 

 ワード ブレーカー、ステミング機能、およびフィルター。各インスタンス

は、オペレーティング システムのバージョンではなく、固有のワード ブレー

カー、ステミング機能、およびフィルターのセットを使用するようになりまし

た。これらのコンポーネントは、インスタンス レベルで簡単に登録し、構成

できます。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「検索用の

ワード ブレーカーとステミング機能の構成と管理」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms142509(v=sql.110).aspx) および

「検索用フィルターの構成と管理」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms142499(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

 フィルター デーモン ホスト。フルテキスト フィルター デーモン ホストは、

インデックスとクエリに使用するサードパーティの拡張コンポーネント (ワー

ド ブレーカー、ステミング機能、フィルターなど) を、フルテキスト エンジ

ンの整合性を損なわずに安全に読み込み、駆動するプロセスです。サーバー 

インスタンスでは、マルチスレッド フィルターに対してはすべてマルチス

レッド処理が使用され、シングル スレッド フィルターに対してはすべてシン

グル スレッド処理が使用されます。 

注: SQL Server 2008 では、FDHOST ランチャー サービス (MSSQLFDLauncher) の

サービス アカウントが導入されました。このサービスにより、SQL Server の特定

インスタンスのフィルター デーモン ホスト プロセスに対してサービス アカウン

ト情報が反映されます。サービス アカウントの設定方法については、SQL Server 

2012 オンライン ブックの「フルテキスト フィルター デーモン ランチャーの

サービス アカウントの設定」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms345189(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

SQL Server 2005 以前のバージョンでは、各フルテキスト インデックスはファイル 

グループに属するフルテキスト カタログに存在し、物理パスを持ち、データベース 

ファイルとして扱われていました。SQL Server 2012 では、フルテキスト カタログ

は、フルテキスト インデックスのグループを指す論理的概念 (仮想オブジェクト) で

す。したがって、新しいフルテキスト カタログは、物理パスを持つデータベース 

ファイルとしては扱われません。ただし、データ ファイルを含むフルテキスト カタ

ログのアップグレード時に、新しいファイル グループが同じディスク上に作成され

ます。これにより、アップグレード後も以前のディスク I/O 動作が維持されます。

ルート パスが存在する場合、そのカタログのフルテキスト インデックスは、すべて

新しいファイル グループに配置されます。前のフルテキスト カタログのパスが無効

の場合、フルテキスト インデックスは、ベース テーブルと同じファイル グループで

保持されるか、パーティション テーブルの場合にはプライマリ ファイル グループで

保持されます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms142509(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms142509(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms142499(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms345189(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms345189(v=sql.110).aspx
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サード パーティのフィルターを使用するフルテキスト検索データベースのインプ

レース アップグレード 

既定では、フルテキスト エンジンは、マイクロソフトによる署名のないコンポーネ

ントを読み込みません。サード パーティのフィルターを使用するフルテキスト検索

データベースのインプレース アップグレードを実行するには、次の手順に従いま

す。 

1. sp_fulltext_service ストアド プロシージャを使用して、サード パーティ フィル

ターのサービス プロパティ load_os_resources を設定します。 

2. Verify_signature オプションを無効にします。 

3. フルテキストの作成を再開します。 

サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイド アップグレードの場合、SQL Server 2012 のインスタンスは、同

じサーバーまたは別のサーバー上で古いバージョンの SQL Server とサイド バイ サイ

ドでセットアップされます。データは新しいバージョンに移動する必要があります。 

フルテキスト アップグレード オプション 

SQL Server 2012 には "フルテキスト アップグレード" というインスタンス オプショ

ンがあり、サイド バイ サイド アップグレードで SQL Server がフルテキスト イン

デックスをどのように管理するかを制御できます。このフルテキスト アップグレー

ド オプションには、次の 3 つの値のいずれかを設定できます。 

 インポート。これは、SQL Server 2012 インスタンスのセットアップ後の既定

のオプションであり、SQL Server 2005 データベースだけで機能します。この

オプションを有効にした場合、SQL Server 2012 はフルテキスト インデックス

をリセットまたは再構築せずにデータをインポートしようとするため、古いイ

ンデックス構造から新しいインデックス構造にデータがコピーされるにとどま

ります。インポートはアップグレード オプションのなかで最も高速です。た

だし、特定の新しいワード ブレーカーのセットについては、クエリが SQL 

Server 2005 バージョンと同じ結果を返すという保証はありません (このト

ピックの後の方の「セマンティクスの一貫性」のセクションを参照)。このオ

プションは、インポート時に SQL Server 2012 の新たに強化されたワード ブ

レーカーとステミング機能を使用しません。 

 再構築。このオプションでは、SQL Server 2012 が完全作成をトリガーし、新

しい強化されたワード ブレーカーを使用して、すべてのフルテキスト イン

デックスを再構築します。フルテキスト インデックスの数とサイズによって

は、相当な時間がかかったり、CPU やメモリを大量に使用したりする場合が

あります。このオプションでは、セマンティクスの一貫性と、場合によって

は、後で全体的なパフォーマンスを向上させる特定の内部最適化が確保されま
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す。 

 リセット。リセット オプションでは、フルテキストの作成と再構築をいずれも

行わないので、アップグレード全体にかかる合計時間を制御しやすくなりま

す。このオプションを有効にした場合、SQL Server 2012 は、既存のフルテキス

ト カタログを削除します。また、フルテキスト インデックスでの変更の追跡は

無効化されており、クロールは自動的には開始されません。このオプション

は、sp_fulltext_service ストアド プロシージャを次のように使用して変更できま

す。 

EXEC master.dbo.sp_fulltext_service @action=N'upgrade_option', @value=1 

このオプションは、SQL Server Management Studio (SSMS) の [詳細設定] タブ

にあるインスタンスのプロパティを使用して変更することもできます。 

セマンティクスの一貫性 

既存のフルテキスト インデックスを SQL Server 2012 にインポートする場合、イン

デックスのデータは古いワード ブレーカーとステミング機能を使用して取得されま

す。しかし、新しい SQL Server 2012 フルテキスト インデックスに対してクエリを実

行すると、フルテキスト エンジンは新しいワード ブレーカーを使用するので、クエ

リの結果が異なる場合があります。この動作は、セマンティクスの一貫性と呼ばれま

す。 

SQL Server 2012 では、すべてのワード ブレーカーが改善されたわけではありませ

ん。次のワード ブレーカーは、以前のバージョンから変更されていないため、セマ

ンティクスの一貫性が損なわれることはありません。 

 中国語 (中華人民共和国香港特別行政区) 

 中国語 (中華人民共和国マカオ特別行政区) 

 中国語 (シンガポール) 

 韓国語 

 簡体字中国語 

 タイ語 

 繁体字中国語 

セマンティクスの一貫性の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「SQL Server 2005 からのフルテキスト検索のアップグレード」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms142490(v=sql.110).aspx) の「SQL Server 

2005 フルテキスト インデックスのインポート後にクエリ結果の一貫性を確保する」

のセクションを参照してください。 

フルテキスト アップグレード オプションの選択に関する注意点 

フルテキスト検索のアップグレードに適した方法を選択するには、次の点を考慮し

ます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms142490(v=sql.110).aspx
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 ワード ブレーカーをどのように使用するか。SQL Server 2012 フルテキスト検

索サービスには、新しいワード ブレーカーとステミング機能が含まれていま

す。これにより、フルテキスト クエリの結果が、特定のテキストのパターン

やシナリオで以前のリリースとは変わってくることがあります。そのため、

ワード ブレーカーをどのように使用するかが、適切なアップグレード オプ

ションを選択する際に重要となります。 

o 使用するフルテキスト言語のワード ブレーカーが SQL Server 2012 で

変更されていない場合、または再呼び出しの精度が重要でない場合は、

インポート オプションが適切です。再呼び出しに関して問題が発生し

てからでも、フルテキスト カタログを再構築すれば、新しいワード ブ

レーカーにアップグレードできます。 

o 再呼び出しの精度が重要であり、SQL Server 2008 で強化されたワード 

ブレーカーのいずれかを使用する場合は、再構築オプションが適切で

す。 

 整数型のフルテキスト キー列に基づいて構築されているフルテキスト イン

デックスがあるかどうか。再構築では内部最適化処理が実行されます。これ

により、アップグレードされたフルテキスト インデックスのクエリ パフォー

マンスが向上することがあります。具体的には、ベース テーブルのフルテキ

スト キー列が整数データ型であるフルテキスト インデックスを含むフルテキ

スト カタログがある場合、再構築によって、アップグレード後のフルテキス

ト クエリのパフォーマンスが理想的なものになります。この場合は、再構築

オプションを使用することを強くお勧めします。 

 サーバー インスタンスをオンラインにする場合に何を優先するか。アップグ

レード時のインポートまたは再構築では CPU リソースを大量に消費するの

で、その他のサーバー インスタンスがアップグレードされてオンラインにな

るのが遅れます。できるだけ早くサーバー インスタンスをオンラインにする

ことが重要であり、アップグレード後に手動作成を実行してもよい場合は、リ

セット オプションが最適です。 

バックアップ/復元による方法 

サイド バイ サイド アップグレードを行うための 1 つ目の方法は、SQL Server 

2005/2008/2008 R2 のフルテキスト対応のデータベースを SQL Server 2012 インスタ

ンスに復元することです。 

データベースを SQL Server 2012 に復元すると、フルテキスト カタログ用に新しい

データベース ファイルが作成されます。このファイルの既定の名前は、ftrow_カタロ

グ名.ndf です。たとえば、カタログの名前が cat1 の場合、SQL Server 2012 データ

ベース ファイルの既定の名前は ftrow_cat1.ndf となります。作成先のディレクトリ

でこの既定の名前が既に使用されている場合は、新しいデータベース ファイルの名

前が ftrow_カタログ名{GUID}.ndf となります。GUID は、新しいファイルのグローバ

ル一意識別子です。 
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カタログのインポート後は、sys.database_files と sys.master_file が更新されてカタロ

グ エントリが削除され、sys.fulltext_catalogs の path 列が NULL に設定されます。 

デタッチ/アタッチによる方法 

フルテキスト対応のデータベースを SQL Server 2012 にアタッチする場合、カタログ 

ファイルは以前の場所から他のデータベース ファイルと一緒にアタッチされます。

SQL Server 2012 がフルテキスト カタログ ファイルを見つけられない場合、または

アタッチ操作時に新しい場所が指定されないままフルテキスト ファイルが移動され

た場合、選択したフルテキスト アップグレード オプションによって動作が異なりま

す。フルテキスト アップグレード オプションが [インポート] または [再構築] の場

合、アタッチされたフルテキスト カタログは再構築されます。フルテキスト アップ

グレード オプションが [リセット] の場合、アタッチされたフルテキスト カタログが

リセットされます。 

SQL Server 2012 にアタッチされた各フルテキスト カタログの状態は、データベース

が SQL Server 2005 からデタッチされたときと同じです。フルテキスト インデック

スの作成がデタッチ操作により中断されていた場合には、フルテキスト アップグ

レード オプションがインポートに構成されていても、SQL Server 2012 でその作成が

再開されます。 

サード パーティのフィルターがある場合のサイド バイ サイド アップグレード 

既定では、フルテキスト エンジンは、マイクロソフトによる署名のないコンポーネ

ントを読み込みません。サード パーティのフィルターがあるフルテキスト対応の

データベースのサイド バイ サイド アップグレードを実行している場合は、次の追加

の手順を実行します。 

1. SQL Server 2012 サーバーに、サード パーティのフィルターをインストールし

ます。 

2. sp_fulltext_service ストアド プロシージャを使用して、サード パーティ フィル

ターのサービス プロパティ load_os_resources を設定します。 

3. Verify_signature オプションを無効にします。 

4. 選択したサイド バイ サイド アップグレード方法を使用して、アップグレード

を開始します。 

アップグレード後の作業 

クロールが問題なく実行されており、フルテキストの作成が完了したことを確認する

ために、アップグレードの直後にクロール ログをチェックすることをお勧めしま

す。カスタム ノイズ ワードに関して実行する必要があるアップグレード後の作業に

は、次のようなものがあります。 

以前のバージョンの SQL Server でカスタマイズされたノイズ ワード 

ファイルの使用 

SQL Server のノイズ ワードは、SQL Server 2008 以降のバージョンではストップワー
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ドになりました。以前のリリースの SQL Server から SQL Server 2012 にデータベース

をアップグレードすると、SQL Server 2012 ではノイズ ワード ファイルが使用されな

くなります。ただし、古いノイズ ワード ファイルは FTDATA¥FTNoiseThresaurusBak 

フォルダーに保存され、対応する SQL Server 2012 ストップリストを更新または構築

するときに使用できます。 

アップグレード後は、次のようになります。 

 SQL Server 2005 のインストール時にノイズ ワード ファイルを追加、変更、

および削除しなかった場合には、システム ストップリストでニーズが満たさ

れます。 

 以前のバージョンの SQL Server でノイズ ワード ファイルを変更した場合は、

アップグレード時にその変更が失われます。このような更新を再作成するに

は、対応する SQL Server 2012 のストップリストで、これらの変更を手動で再

作成する必要があります。 

 フルテキスト インデックスにストップワードを適用しない場合 (たとえば、以

前のバージョンをインストールしたときにノイズ ワード ファイルを削除また

は消去した場合) は、アップグレードされたフルテキスト インデックスごと

に、ストップリストを無効にする必要があります。 

SQL Server 2012 は、どのアップグレード シナリオでも、ノイズ ワード ファイルを実

装するためのストップリストを作成しないため、手動で作成する必要があることに注

意してください。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「フルテキス

ト検索に使用するストップワードとストップリストの構成と管理」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms142551(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

結論 

SQL Server 2012 データベース エンジンにはフルテキスト検索が完全に統合されてお

り、ベース データベースと同じプロセスを使用してフルテキスト インデックスを

アップグレードできます。このほか、SQL Server 2012 では新たにフルテキスト アッ

プグレード オプションが用意されており、フルテキスト エンジンがインデックスを

どのように操作するかを制御できます。このオプションを使用すると、状況ごとに最

適な方法を選択して、アップグレード プロセスのパフォーマンスとアップタイムを

最大にすることができます。 

その他のリファレンス 

その他、SQL Server 2012 へのフルテキストのアップグレードに関する最新のリファ

レンスについては、次のリンクを参照してください。 

 SQL Server 2012 の Web サイト  

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms142551(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms142551(v=sql.110).aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx
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 SQL Server 開発者向け技術情報  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server TechCenter  

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver)  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/
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第 7 章: Service Broker 

概要 

SQL Server 2005 で導入された Service Broker は、データベース開発者が安全性、信

頼性、および拡張性の高いアプリケーションを構築するために役立つテクノロジで

す。Service Broker はデータベース エンジンの一部であるため、開発されたアプリ

ケーションはデータベースの日常的管理の一環として管理されることになります。 

Service Broker は、トランザクション指向のキューをデータベース内に直接実装する

ことによって、SQL Server にキュー処理と信頼性の高いメッセージ処理を実現しま

す。Service Broker は、単一の SQL Server インスタンスを使用するアプリケーション

と、作業を複数のインスタンスに分散するアプリケーションのどちらにも使用できま

す。単一の SQL Server インスタンス内では、Service Broker は堅牢な非同期プログラ

ミング モデルとしての役割を果たします。データベース アプリケーションで非同期

プログラミングを使用すると、通常は対話の応答時間が短縮し、アプリケーション全

体のスループットが向上します。SQL Server の複数のインスタンスで動作するアプ

リケーションでは、Service Broker によってインスタンス間での信頼性の高いメッ

セージ処理が可能になり、開発者がアプリケーションを自己完結型の独立したコン

ポーネント ("サービス") で構成できるようになります。アプリケーションはサービス

の機能が必要であれば、メッセージを使用してサービスと対話します。Service 

Broker は TCP/IP を使用してインスタンス間でメッセージを交換し、ネットワークか

らの不正なアクセスの防止に役立つ機能や、ネットワーク経由で送信されるメッセー

ジを暗号化する機能を備えています。 

SQL Server 2012 の Service Broker では、SQL Server 2005 の機能がすべて保持されて

おり、アップグレードに影響を与えるような動作の変更はありません。ただし、アッ

プグレードをスムーズに行うには、いくつかの注意点があります。この章では、SQL 

Server 2005 から SQL Server 2012 へのアップグレードにおける Service Broker に関

する主な考慮事項について説明します。 

機能の変更点 

SQL Server 2012 での (実際には SQL Server 2008 で導入された) Service Broker の主な

機能は、次のとおりです。 

 メッセージ交換の優先度機能 

 診断ツール 

 SQL Server Management Studio (SSMS) のより詳細なサポート 

 Windows システム モニターのオブジェクトおよびカウンター 

 Service Broker の初歩的なチュートリアル 

 より柔軟なアクティブ化オプション 
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このガイドは、アップグレードに関する説明を主な目的としています。そのため、こ

こで上の新機能について説明することはありません。この章の後の方の「アップグ

レード後の作業」セクションでは、アップグレード後にメッセージ交換の優先順位を

変更する方法について説明します。 

効果的な SQL Server 2012 Service Broker ソリューションの設計については、

SQL Server 2008 R2 オンライン ブックの「計画とアーキテクチャ (Service Broker)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb522900(v=sql.105).aspx) を参照してくだ

さい (SQL Server 2012 の Service Broker には変更点がわずかしかないため、このド

キュメントは SQL Server 2012 オンライン ブック用に再作成されたものではありま

せん)。 

アップグレードのための準備 

Service Broker は SQL Server データベース エンジン コンポーネントの一部であるた

め、アップグレード オプションのインプレースとサイド バイ サイドを使用できま

す。これらのオプションの詳細については、「第 1 章 アップグレードの計画と配

置」を参照してください。この 2 つのアップグレード方法はどちらも Service Broker 

に関連するので、この章の後の方で説明しますが、インプレース アップグレードを

選択した場合は、アップグレード前に準備段階として既存のキュー内のすべてのデー

タを処理することを検討してください。既存のキューのデータの処理は必須ではあり

ませんが、処理しておくとアップグレード中に必要なリソースを減らせる場合があり

ます。 

ディスク空き容量の要件 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 からアップグレードする場合には、Service Broker の

メッセージ交換の優先度機能の一環として SQL Server 2012 セットアップがサービス 

キューをアップグレードし、キュー内部テーブルのクラスター化インデックスを再構

築する必要があります。各キューでインデックスを再構築するには、キューのデータ 

(メッセージ) の量に応じて、空き領域が必要になります。セットアップは 1 つのトラ

ンザクションですべてのキューをアップグレードするので、データベース内のすべて

のキューにあるクラスター化インデックスのサイズの合計と同じだけの空きディスク

容量が必要になります。ディスク領域が不足しているためにトランザクションが失敗

した場合には、データベースを使用できなくなるおそれがあります。 

インプレース アップグレードの前には、データベースをバックアップし、次のクエ

リを実行して、Service Broker のアップグレードに必要な領域を取得します。 

select * from sys.service_queues -- Service Broker キューの一覧を返す 

sp_spaceused <上記のクエリの名前> 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb522900(v=sql.105).aspx
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アップグレード ツール 

アップグレードの準備に役立ついくつかのツールを使用できます。SQL Server 2012 

Upgrade Advisor は、アップグレードを妨げるような問題の発見と修正に役立ち、

SQL Server 2012 への移行後に変更が必要な項目を特定できます。また、SQL Server 

Best Practices Analyzer (BPA) を使用すると、SQL Server 2012 へのアップグレード時

に変更が少なくて済むように、現在のシステムでベスト プラクティスを使用してい

ることを確認できます。 

アップグレード アドバイザーの実行 

SQL Server 2012 Upgrade Advisor は、SQL Server 2012 へのアップグレードの準備に

役立ちます。アップグレード アドバイザーは従来のバージョンの SQL Server のイン

ストール済みコンポーネントを分析し、アップグレードの前後に修正する必要がある

問題を示すレポートを生成します。詳細については、「第 1 章 アップグレードの計

画と配置」を参照してください。 

アップグレード アドバイザーのホーム画面からは、次のツールを起動できます。 

 アップグレード アドバイザー分析ウィザード 

 アップグレード アドバイザー レポート ビューアー 

アップグレード アドバイザーを初めて使用するときに、アップグレード アドバイ

ザー分析ウィザードを実行して SQL Server のコンポーネントを分析してください。

分析が完了したら、アップグレード アドバイザー レポート ビューアーで結果のレ

ポートを表示します。各レポートにはアップグレード アドバイザーのヘルプへのリ

ンクが示されており、既知の問題の修正や影響の軽減に役立つ情報を参照できるよう

になっています。 

アップグレード アドバイザーでは、次の SQL Server コンポーネントを分析します。 

 データベース エンジン 

 Analysis Services 

 Reporting Services 

 Integration Services 

 データ変換サービス 

アップグレード アドバイザーは、Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack 

(http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065) でダウンロードで

きます。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065
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Best Practices Analyzer の実行 

システムをアップグレードする前に、SQL Server Best Practices Analyzer (BPA) を実

行し、現在のシステムに対してベスト プラクティスを使用することをお勧めしま

す。BPA は、SQL Server の以前のすべてのバージョンで使用できます。SQL Server 

2008 R2 BPA は、Windows と SQL Server の構成設定からデータを取得した後、SQL 

Server 2008 R2 の推奨事項とベスト プラクティスの定義済みリストを使用して、

データベース環境に潜在的な問題がないかどうかを判断します。アップグレード前に 

BPA を実行すると、問題を修正でき、新しいシステムに移行する前にベスト プラク

ティスを使用している状態を確保できます。SQL Server 2008 R2 BPA 

(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15289) は、Microsoft ダ

ウンロード センターからダウンロードできます。 

SQL Server 2012 にアップグレードした後には、SQL Server 2012 Best Practices 

Analyzer を使用してシステムをさらに洗練されたものにすることができます。SQL 

Server 2012 BPA (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29302) 

は、Microsoft ダウンロード センターからダウンロードできます。 

64 ビットに関する注意点 

表 1 は、SQL Server 2012 Service Broker でサポートされているアーキテクチャを示

しています。SQL Server 2012 では、Itanium ベースのアーキテクチャがサポートさ

れなくなったことに注意してください。 

表 1: SQL Server 2012 Service Broker でサポートされているアーキテクチャ 

アーキテクチャ サポート 

X86 (32 ビット) ○ 

X64 ○ 

IA64 × 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 からのアップグレード 

以前のバージョンの SQL Server から SQL Server 2012 にアップグレードする場合に

は、Service Broker に絡んでいくつか注意が必要な点があります。 

インプレース アップグレード 

Service Broker の動作は、データベースやデータベース エンジンのインスタンスを以

前のバージョンの SQL Server から SQL Server 2012 にアップグレードしても変更さ

れません。SQL Server 2005/2008/2008 R2 で使用できる Service Broker 機能は、SQL 

Server 2012 でも同じように動作します。 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 データベースは、次の条件に該当する場合に SQL 

Server 2012 にアップグレードされます。 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15289
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29302
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29302
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 SQL Server 2005/2008/2008 R2 データベース エンジンのインスタンスからデ

タッチした後で SQL Server 2012 データベース エンジンのインスタンスにア

タッチした場合。 

 データベースが属しているデータベース エンジンのインスタンスを SQL 

Server 2005/2008/2008 R2 から SQL Server 2012 にアップグレードした場合。 

アップグレードする前に、キュー内の既存のデータやメッセージを処理しておくこと

は必須ではありません。ただし、処理しておくと、既に「アップグレードのための準

備」のセクションで説明したように、アップグレードに必要なディスク領域が少なく

なることがあります。サーバーは任意の順序でアップグレードできます。 

サイド バイ サイド アップグレード 

ルーティング 

SQL Server 自体の要件以外には通常、Service Broker に関する特別な要件はありませ

んが、サイド バイ サイド アップグレードを実行し、サーバー インスタンス名や

サービス名に変更がある場合には、アップグレードの一環として、サービス ルー

ティングの問題を解決するための計画を立てる必要があります。名前の変更が、既に

処理中のメッセージまたはメッセージ交換と関係がある場合には、そのメッセージを

処理する方法とタイミングを考慮する必要があります。詳細については、SQL Server 

2008 R2 オンライン ブックの「Service Broker のルーティングとネットワーク」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms166056(v=sql.105).aspx) を参照してくだ

さい (SQL Server 2012 の Service Broker には変更点がわずかしかないため、このド

キュメントは SQL Server 2012 オンライン ブック用に再作成されたものではありま

せん)。 

オブジェクト名と照合順序 

Service Broker は、インスタンス内にあって照合順序の構成が異なるサービスとアプ

リケーションを簡単に効率よく通信できるようにします。メッセージ送信のサービス

をホストするデータベースは、メッセージ受信のサービスをホストするデータベース

と同じ照合順序を使用していないことがあります。したがって、Service Broker で

は、サービスをホストするデータベースの照合順序とは関係なく、一貫性のある名前

の照合順序を使用します。通信の処理から照合順序の情報を取り除くため、Service 

Broker ではバイト単位の比較でサービス名、コントラクト名、およびメッセージ型

の名前を照合しています。Service Broker は名前をバイトのシーケンスとして照合す

ることにより、照合順序の情報を交換する余分なオーバーヘッドをかけずに、単純な

方法でサービスの正確なメッセージ交換を実現します。 

そのため、Service Broker のアップグレード時にスクリプトでオブジェクトを再作成

する必要がある場合には、オブジェクト名をバイト単位の照合で正確に同じになるよ

うに維持することが重要です。詳細については、SQL Server 2008 R2 オンライン 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms166056(v=sql.105).aspx
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ブックの「照合順序と Service Broker について」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms166129(v=sql.105).aspx) を参照してください (SQL Server 2012 の Service 

Broker には変更点がわずかしかないため、このドキュメントは SQL Server 2012 オン

ライン ブック用に再作成されたものではありません)。 

設定の維持 

サイド バイ サイド アップグレードでは、データベースを SQL Server 2005/2008/ 

2008 R2 からデタッチし、SQL Server 2012 にアタッチします。その結果、Service 

Broker が無効になり、以下のビットが 0 に設定されるので、デタッチ前にどのビッ

トが 1 に設定されているかを書き留めておく必要があります。 

 is_broker_enabled 

 is_honor_broker_priority_on 

 is_trustworthy_on 

ここに挙げた設定はどのデータベースについても、次のクエリを実行して確認でき

ます。 

SELECT * FROM sys.databases 

アップグレード後の作業 

SQL Server 2012 へのアップグレード後は、次の Service Broker 関連の作業を実行す

ることを検討してください。 

設定の復元 

アップグレード後には、次の設定を復元する必要があります。 

 is_broker_enabled 

 is_honor_broker_priority_on 

 is_trustworthy_on 

設定を復元するには、ALTER DATABASE コマンドを使用します。 

ルーティングの変更 

アップグレード プロセスの一環として名前が変更されると、多くの場合、アップグ

レード後に Service Broker のルーティング構成を変更する必要があります。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms166129(v=sql.105).aspx
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メッセージ交換の優先度の実装 

SQL Server 2008 で導入されたメッセージ交換の優先度は、一連のユーザー定義ルー

ルであり、優先度レベルと、各優先度レベルに割り当てる Service Broker メッセージ

交換を判断するための条件を指定するためのものです。通常、優先度が高いメッセー

ジ交換のメッセージの方が、優先度が低いメッセージ交換のメッセージよりも先に送

受信されます。 

SQL Server 2005 データベースを SQL Server 2012 にアップグレードした場合でも、

メッセージ交換の動作は SQL Server 2005 と同じものになります。ただし、以下に示

すようにメッセージ交換の優先度をサポートするシステム オブジェクトが作成され

ます。 

 アップグレード プロセスでは、メッセージ交換の優先度のサポートに必要な

新しいシステム オブジェクトが作成されます。既存のシステム テーブル、

ビュー、トレース イベント、およびパフォーマンス カウンターにメッセージ

交換の優先度列が追加されます。 

 既定では、HONOR_BROKER_PRIORITY データベース オプションは OFF です。 

 サービス キュー内の既存のメッセージはすべて優先度レベルが 10 に設定され

ます。つまり、RECEIVE ステートメントで最初に取得されるメッセージになり

ます。 

 既定では、アップグレードされたデータベースのすべてのメッセージ交換エン

ドポイントには、メッセージ交換の優先度として 5 が割り当てられます。 

次の操作を実行して、アップグレードしたデータベース内でメッセージ交換の優先度

を使用することができます。 

1. ALTER DATABASE ステートメントを使用して、HONOR_BROKER_PRIORITY 

データベース オプションを ON に設定します。 

2. CREATE BROKER PRIORITY ステートメントを使用して、データベース内にメッ

セージ交換の優先度セットを定義します。 

詳細については、SQL Server 2008 R2 オンライン ブックの「メッセージ交換の優先

度」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb934439(v=sql.105).aspx) を参照してく

ださい (SQL Server 2012 の Service Broker には変更点がわずかしかないため、このド

キュメントは SQL Server 2012 オンライン ブック用に再作成されたものではありま

せん)。 

結論 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 の Service Broker を SQL Server 2012 の Service 

Broker にアップグレードするのは、ごく簡単です。ただし、まず十分なディスク領

域が使用できることを確認し、既存のメッセージまたはメッセージ交換のルーティン

グについて考慮する必要があります。メッセージ交換の優先順位は、アップグレード

後に実装できます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb934439(v=sql.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb934439(v=sql.105).aspx
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その他のリファレンス 

その他、Service Broker の SQL Server 2012 へのアップグレードに関する最新のリ

ファレンスについては、次のリンクを参照してください。 

 SQL Server Service Broker  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb522893.aspx) 

 SQL Server 2012 の Web サイト  

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 開発者向け技術情報 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server TechCenter 

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb522893.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/
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第 8 章: SQL Server Express 

概要 

SQL Server 2012 Express は、SQL Server 2012 の無料バージョンです。豊富なデータ

機能を備え、データ保護とパフォーマンスの向上を実現します。SQL Server Express 

は、以下のような用途に使用できます。 

 ローカル データ ストア 

 アプリケーションへの埋め込み 

 アプリケーションや小規模 Web サイト向けの簡易データベース サーバー 

SQL Server 2012 Express パッケージには以下の種類があります。 

 Express の新エディションである LocalDB (.msi installer) は、Express の簡易

バージョンです。Express のプログラミング機能をすべて備えながら、ユー

ザー モードで実行できます。前提条件が少なく、構成不要の高速インストー

ルが可能です。 

 Express (データベース エンジンのみ) は、Express の中核をなすデータベース 

サーバーです。 

 Management Studio Express には、SQL Server Express の管理に必要なツール

が用意されています。 

 Express with Tools には、従来の SQL Server Express パッケージと新しい 

LocalDB パッケージ インストール ビットが両方とも含まれています。必要に

応じてどちらをインストールするかを選択できます。 

 Express with Advanced Services では、データベース エンジン、Express 

Tools、Reporting Services、フルテキスト検索を利用できます。 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 Express の各エディションからアップグレードするな

ら、SQL Server 2012 Express が理想的です。多数の機能が備わっており、以前のど

のバージョンからアップグレードする場合でも魅力的です。 

Microsoft Data Engine (MSDE) から SQL Server 2012 Express への直接アップグレード

はサポートされません。既存の MSDE インスタンスをアップグレードするには、SQL 

Server 2005/2008/2008 R2 Express インスタンスにアップグレードしてから、SQL 

Server 2012 Express にアップグレードします。 

LocalDB 

LocalDB は開発者を想定して作成された新バージョンの SQL Server Express です。簡

単にインストールできるうえ、管理も必要ありません。それでいて、通常の SQL 
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Server Express と同じ Transact-SQL (T-SQL) 言語、プログラミング画面、クライアン

ト側プロバイダーを利用できます。SQL Server 向けのアプリケーションの開発者

は、ラップトップをはじめとする開発用機器で完全な SQL Server Express インスタン

スをインストールして管理せずに済むようになりました。さらに、LocalDB ではきわ

めて優れた埋め込みデータベースを作成できます。LocalDB の単純さ (および制約) が

対象のアプリケーション環境の要件を満たすものであれば、運用環境でも引き続き使

用できます。 

SQL Server 2012 LocalDB は、SQL Server Express Edition の Web サイト 

(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions/express.aspx) から、独立した

パッケージとしてダウンロードできます。 

機能の変更点 

SQL Server 2012 Express は、SQL Server 2005/2008/2008 R2 Express の主なデータ

ベース機能をすべてサポートしており、既存のデータベース アプリケーションのほ

とんどが修正なしでも動作します。この機能には、共通言語ランタイム (CLR) のサ

ポート、XQuery、動的管理ビュー、ユーザーとスキーマの分離など、SQL Server 

2005 と SQL Server 2008 R2 の大半の機能が含まれます。 

また、SQL Server Express Edition では各種管理ツールを使用できます。SQL Server 

Express のユーザーは、データベース サービスの開始と停止に SQL Server コン

ピューター マネージャーを使用できます。SQL Server 構成マネージャーを使用する

と、ネットワーク接続を制御し、使用していないサービスをシャットダウンすること

によってセキュリティ リスクを軽減できます。SQL Server Express はこのほか、

SSMS Basic を使用して管理できます。SSMS Basic は、SQL Server 2012 Express with 

Tools と SQL Server 2012 Express with Advanced Services に含まれています。SSMS 

Basic を使用すると、SQL Server 2000 から SQL Server 2012 まで、エディションを問

わず SQL Server を管理できます。 

注: SSMS Express と SSMS Basic は、SQL Server Management Studio の中の別個

のサブセットです。この 2 つの違いについては、カスタマー サポート サービス 

(CSS) の SQL サポート チームによるブログ記事 

(http://blogs.msdn.com/b/psssql/archive/2008/09/02/sql-server-2008-

management-tools-basic-vs-complete-explained.aspx) に詳しい説明があります。

このブログ記事は SQL Server 2008 Express に関するものですが、SQL Server 

2012 Express にも対応しています。 

SQL Server 2012 Express は、SQL Server Express Edition の Web サイト 

(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions/express.aspx) からダウンロード

できます。 

http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions/express.aspx
http://blogs.msdn.com/b/psssql/archive/2008/09/02/sql-server-2008-management-tools-basic-vs-complete-explained.aspx
http://blogs.msdn.com/b/psssql/archive/2008/09/02/sql-server-2008-management-tools-basic-vs-complete-explained.aspx
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions/express.aspx
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アップグレードのための準備 

表 1 に、SQL Server 2012 Express へのアップグレード パスを示します。 

表 1: SQL Server 2012 Express へのアップグレード パス 

アップグレード元 サポートされているアップグレード パス 

SQL Server 2005 SP4 Express、 

SQL Server 2005 SP4 Express with 

Tools、および 

SQL Server 2005 SP4 Express with 

Advanced Services 

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2012 Web 

Microsoft SQL Server 2012 Express 

SQL Server 2008 SP2 Express、 

SQL Server 2008 SP2 Express with 

Tools、および 

SQL Server 2008 SP2 Express with 

Advanced Services 

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2012 Web 

Microsoft SQL Server 2012 Express 

SQL Server 2008 R2 SP1 Express、 

SQL Server 2008 R2 SP1 Express with 

Tools、および 

SQL Server 2008 R2 SP1 Express with 

Advanced Services 

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2012 Web 

Microsoft SQL Server 2012 Express 

既存の 32 ビット インスタンスを 32 ビット インスタンスにアップグレードする場合

には、インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードの両方が

サポートされます。それ以外の場合には、サイド バイ サイド アップグレードを使用

する必要があります。 

英語版の SQL Server は、言語を問わずローカライズ版にアップグレードできます。

ローカライズ版の SQL Server は、同じ言語のローカライズ版にアップグレードでき

ます。ただし、英語版にローカライズするアップグレードはサポートされていませ

ん。また、ローカライズ版の SQL Server を別の言語にアップグレードすることもで

きません。 

表 2 では、SQL Server Express で利用できる 3 種類のパッケージの機能を示していま

す。 

表 2: SQL Server Express パッケージの機能 

機能 

SQL Server 

2012 Express 

SQL Server 2012 

Express with 

Tools 

SQL Server 2012 

Express with 

Advanced Services LocalDB 

管理  

PowerShell の統合 あり あり あり あり 

ポリシー ベースの 

管理 

あり (手動のみ)* あり (手動のみ)* あり (手動のみ)* あり (手動のみ)* 
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機能 

SQL Server 

2012 Express 

SQL Server 2012 

Express with 

Tools 

SQL Server 2012 

Express with 

Advanced Services LocalDB 

SSMS Basic なし あり あり なし 

(SQLLocalDB.exe 

を使用) 

SQL エンジン  

統合フルテキスト

検索 

なし なし あり なし 

MERGE および 

UPSERT 

あり あり あり なし 

新しいデータ型のサポート  

Filestream の 

サポート 

あり あり あり なし 

新しい日付および

時刻データ型 

あり あり あり あり 

geodetic データ型 あり あり あり あり 

高度な空間ライブ

ラリ 

あり あり あり あり 

空間標準の 

サポート 

あり あり あり あり 

新しいツール  

インポートおよび

エクスポート ウィ

ザード 

あり あり あり あり 

レプリケーション  

変更の追跡 あり あり あり あり 

Synchronization 

Services 

あり (別途イン

ストール)** 

あり (別途インス

トール)** 

あり あり (別途イン

ストール)** 

Reporting Services  

RS のメモリの上限

引き上げ 

なし なし あり なし 

RS ワード/リッチ 

テキストのエクス

ポート 

なし なし あり なし 

IIS に依存しないレ

ポートの展開 

なし なし あり なし 

強化されたゲージ

とグラフ 

なし なし あり なし 

Business 

Intelligence 

Development 

Studio 

なし なし あり なし 

* ポリシーは SQL Server 2012 Express でのみ作成でき、手動で実行する必要があります。ポリシー 

ベースの自動管理はサポートしていません。 

** SQL Server 2012 Express で Synchronization Services をサポートするには、Microsoft ダウンロード 

センター (http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=23217) からコンポーネントをダ

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=23217
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=23217
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ウンロードして別途インストールする必要があります。 
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非推奨機能 

他の章で取り上げたように、SQL Server 2012 の各エディションには非推奨となった

機能があります。SQL Server 2012 で非推奨となった機能は、SQL Server 2012 Express 

でも非推奨となっています。非推奨機能の詳細については、SQL Server 2012 のオン

ライン ブックで以下に挙げるトピックを参照してください。 

 SQL Server 2012 の非推奨 SQL Server 機能  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707789(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 2012 における SQL Server Reporting Services の非推奨機能 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143509(v=sql.110).aspx) 

廃止された機能 

他の章で取り上げたように、SQL Server 2012 の各エディションでは廃止された機能

があります。SQL Server 2012 で廃止された機能は、SQL Server 2012 Express でも廃

止されています。廃止された機能の詳細については、SQL Server 2012 のオンライン 

ブックで以下に挙げるトピックを参照してください。 

 SQL Server 2012 で提供が中止された機能  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707782(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 2012 で廃止された SQL Server Reporting Services の機能 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144231(v=sql.110).aspx) 

重大な変更 

アプリケーションの機能を妨げるおそれがあるとして他の章で取り上げた変更の多く

は、SQL Server 2012 Express でも同じ問題を引き起こすおそれがあります。重大な

変更の詳細については、SQL Server 2012 のオンライン ブックで以下に挙げるトピッ

クを参照してください。 

 SQL Server 2012 における SQL Server 機能の重大な変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707784(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 2012 における SQL Server Reporting Services の重大な変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143380(v=sql.110).aspx) 

動作の変更 

他の章で取り上げたように、SQL Server 2012 の各エディションでは動作に変更が加

えられています。その多くは、SQL Server 2012 Express でも同じです。注意が必要

な動作の変更の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックで以下のトピッ

クを参照してください。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707789(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143509(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707782(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144231(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707784(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143380(v=sql.110).aspx
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 SQL Server 2012 における SQL Server 機能の動作の変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707785(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 2012 における SQL Server Reporting Services の動作変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143200(v=sql.110).aspx) 

アップグレード ツール 

SQL Server 2012 へのアップグレードを支援するさまざまなツールを利用できます。 

 SQL Server 2012 Upgrade Advisor は以前のバージョンの SQL Server でインス

トールされたコンポーネントを分析し、アップグレードの前後に修正が必要な

問題を記載したレポートを生成します。 

 SQL Server 2012 Best Practices Analyzer はシステムを分析し、規定されている 

SQL Server の推奨事項に基づいてレポートを生成します。 

アップグレード アドバイザーの実行 

SQL Server 2012 Upgrade Advisor は、SQL Server 2012 へのアップグレードの準備に

役立ちます。アップグレード アドバイザーは従来のバージョンの SQL Server のイン

ストール済みコンポーネントを分析し、アップグレードの前後に修正する必要がある

問題を示すレポートを生成します。「第 1 章 アップグレードの計画と配置」では、

アップグレード アドバイザーの使用方法を説明しています。 

アップグレード アドバイザーを実行すると、アップグレード アドバイザーのホーム 

ページが表示されます。ホーム ページからは、次のツールを起動できます。 

 アップグレード アドバイザー分析ウィザード 

 アップグレード アドバイザー レポート ビューアー 

アップグレード アドバイザーを初めて使用するときに、アップグレード アドバイ

ザー分析ウィザードを実行して SQL Server のコンポーネントを分析してください。

分析が完了したら、アップグレード アドバイザー レポート ビューアーで結果のレ

ポートを表示します。各レポートにはアップグレード アドバイザーのヘルプへのリ

ンクが示されており、既知の問題の修正や影響の軽減に役立つ情報を参照できるよう

になっています。 

アップグレード アドバイザーは、Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack 

(http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065) の一部としてダウ

ンロードできます。 

Best Practices Analyzer の実行 

システムをアップグレードする前に、SQL Server Best Practices Analyzer (BPA) を実

行し、現在のシステムに対してベスト プラクティスを使用することをお勧めしま

す。BPA は、SQL Server のすべてのバージョンで利用できます。SQL Server BPA 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707785(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143200(v=sql.110).aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065
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は、Windows と SQL Server の構成設定からデータを取得した後、SQL Server の推奨

事項とベスト プラクティスの定義済みリストを使用して、データベース環境に潜在

的な問題がないかどうかを判断します。アップグレード前に BPA を実行すると、問

題を修正でき、新しいシステムに移行する前にベスト プラクティスを使用している

状態を確保できます。Microsoft ダウンロード センターでは、SQL Server 2005 BPA 

(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=23864) ま

たは SQL Server 2008 R2 BPA 

(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15289) をダウンロードでき

ます。 

SQL Server 2012 にアップグレードした後には、SQL Server 2012 BPA を使用してシ

ステムをさらに洗練されたものにすることができます。SQL Server 2012 BPA 

(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29302) は、Microsoft ダウ

ンロード センターからダウンロードできます。 

64 ビットに関する注意点 

表 3 では、SQL Server 2012 Express でサポートされる 64 ビット アーキテクチャを

示しています。 

表 3: SQL Server 2012 Express でサポートされる 64 ビット アーキテクチャ 

アーキテクチャ サポート 

X86 (32 ビット) あり 

X64 あり 

IA64 なし 

 

SQL Server 2012 Express パッケージ 

表 4 では、現在利用できる Server SQL Express パッケージを一覧にしています。 

表 4: 利用できる SQL Server 2012 Express パッケージ 

パッケージ名 目的 

ENU¥x86¥SqlLocalDB.msi 64 ビット システム上の 32 ビット ネイティブまたは 32 ビット 

WOW (LocalDB のみのインストール) 

ENU¥x64¥SqlLocalDB.msi 64 ビットのみ (LocalDB のみのインストール) 

SQLEXPR32_x86_ENU.exe 32 ビットのみ (データベース サーバーのみのインストール) 

SQLEXPR_x86_ENU.exe 64 ビット システム上の 32 ビット ネイティブまたは 32 ビット 

WOW (データベース サーバーのみのインストール) 

SQLEXPR_x64_ENU.exe 64 ビットのみ (データベース サーバーのみのインストール) 

SQLEXPRWT_x86_ENU.exe 64 ビット システム上の 32 ビット ネイティブまたは 32 ビット 

WOW (ツールおよび LocalDB 込み) 

SQLEXPRWT_x64_ENU.exe 64 ビットのみ (ツールと LocalDB 込み) 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=23864
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15289
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29302
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パッケージ名 目的 

SQLEXPRADV_x86_ENU.exe 64 ビット システム上の 32 ビット ネイティブまたは 32 ビット 

WOW (Advanced Services 込み) 

SQLEXPRADV_x64_ENU.exe 64 ビットのみ (Advanced Services 込み) 

 

この表では、ENU は英語版を指します。他言語版も利用できます。 

SQL Server 2012 Express のシステム要件 

次の各セクションでは、SQL Server 2012 Express のインストールと実行に必要な最

低限のハードウェア要件とソフトウェア要件について説明します。 

以下は、SQL Server 2012 Express の 32 ビット エディションと 64 ビット エディショ

ンのどちらにも適用されます。 

 SQL Server 2012 Express は NTFS ファイル形式のコンピューターで実行するこ

とをお勧めします。FAT32 ファイル システムのコンピューターへの SQL 

Server 2012 Express のインストールはサポートされていますが、NTFS ファイ

ル システムよりも安全性が低いためお勧めしません。 

 Windows が 64 ビット バージョンであれば、SQL Server Express も 64 ビット 

ネイティブのものを使用することをお勧めします。 

 Visual Studio コンポーネントを正しくインストールできる状態にするために、

SQL Server では更新プログラムのインストールが求められます。SQL Server 

セットアップは、更新プログラムが存在するかどうかを確認した後、SQL 

Server のインストールを続行する前に更新プログラムをダウンロードしてイ

ンストールするよう要求します。SQL Server セットアップが中断されないよ

うにするには、SQL Server セットアップを実行する前に、以下の説明に従っ

て更新プログラムをダウンロードしてインストールします (または、Windows 

Update に用意されている .NET Framework 3.5 SP1 のすべての更新プログラム

をインストールします)。 

o Windows Vista SP2 または Windows Server 2008 SP2 オペレーティング 

システムを使用しているコンピューターに SQL Server 2012 をインス

トールする場合には、「Windows Vista と Windows Server 2008 で使用

する .NET Framework 3.5 Service Pack 1 の更新プログラム」

(http://support.microsoft.com/?kbid=956250) から必要な更新プログラ

ムを入手できます。 

o オペレーティング システムとして Windows 7 SP1 または Windows 

Server 2008 R2 SP1 を使用しているコンピューターに SQL Server 2012 

をインストールする場合は、この更新プログラムが含まれています。 

 ターミナル サービス クライアントからセットアップを起動した場合、SQL 

Server 2012 のインストールが失敗します。ターミナル サービス クライアント

から SQL Server セットアップを起動することはできません。 

http://support.microsoft.com/?kbid=956250
http://support.microsoft.com/?kbid=956250
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表 5 は、SQL Server Express の全バージョンで求められるシステム要件を、SQL Server 

2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 のインストールに必要なハードウェアお

よびソフトウェア」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx) 

から抜粋したものです。 

表 5: SQL Server 2012 Express (全バージョン) のシステム要件 

コンポーネント 要件 

.NET 

Framework 

必要な .NET Framework は、SQL Server 2012 Express エディションの設定中に

選択した機能に応じて異なります。 

SQL Server 2012 では、.NET Framework 4.0 が必要です。SQL Server セット

アップを実行すると、SQL Server に必要な以下のソフトウェア コンポーネン

トが自動的にインストールされます。 

 .NET Framework 4.0 

 SQL Server Native Client 

 SQL Server セットアップ サポート ファイル 

コンピューターがインターネットに接続できることを確認します。SQL Server 

セットアップでは、.NET Framework 4.0 がダウンロードおよびインストールさ

れます。これは、SQL Server Express メディアに .NET Framework 4.0 が含まれ

ていないためです。また、必須コンポーネントのインストールを完了するため

に .NET Framework 4 がダウンロードされます。 

SQL Server Express では、Windows 2008 R2 SP1 Server Core オペレーティング 

システムへのインストール時に .NET 4.0 Framework がインストールされませ

ん。Windows 2008 R2 SP1 Server Core オペレーティング システムに SQL 

Server Express をインストールする前に、.NET 4.0 をインストールする必要があ

ります。 

 

データベース エンジン、Reporting Services、レプリケーション、または 

SSMS を選択する場合に限っては SQL Server 2012 Express Edition に .NET 

Framework 3.5 SP1 が必要ですが、.NET Framework 3.5 SP1 は SQL Server セッ

トアップでインストールされなくなりました。 

 Windows Vista SP2 または Windows Server 2008 SP2 オペレーティン

グ システムを使用しているコンピューターでセットアップを実行する

場合に、.NET Framework 3.5 SP1 がインストールされていなければ、

SQL Server セットアップでインストールを続行する前にダウンロード

してインストールするよう要求されます。エラー メッセージにダウン

ロード センターへのリンクが表示されます。Windows Update か

ら .NET Framework 3.5 SP1 をダウンロードすることもできます。SQL 

Server セットアップが中断されないようにするには、SQL Server セッ

トアップを実行する前に .NET 3.5 Framework SP1 をダウンロードして

インストールしてください。 

 Windows Server 2008 R2 SP1 オペレーティング システムを使用してい

るコンピューターでセットアップを実行する場合は、SQL Server 2012 

をインストールする前に .NET Framework 3.5 SP1 を有効にする必要が

あります。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(v=sql.110).aspx
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コンポーネント 要件 

SQL Server LocalDB には、このような要件はありません。 

Windows 

PowerShell 

SQL Server 2012 では Windows PowerShell のインストールと有効化は行われ

ませんが、Windows PowerShell 2.0 は必須のコンポーネントです。セットアッ

プ中に Windows PowerShell 2.0 がインストールされていないと報告された場合

は、「Windows Management Framework」ページ 

(http://support.microsoft.com/kb/968929) の手順に従ってインストールまたは

有効化することができます。 

ネットワーク  

ソフトウェア 

SQL Server の 64 ビット版に必要なネットワーク ソフトウェアは、32 ビット

版と同じです。サポートされるオペレーティング システムにはネットワーク 

ソフトウェアが組み込まれています。 

スタンドアロンの名前付きインスタンスと既定のインスタンスは、次のネット

ワーク プロトコルをサポートしています。 

 共有メモリ 

 名前付きパイプ 

 TCP/IP 

 VIA 

注: フェールオーバー クラスターでは共有メモリと VIA を使用できません。

VIA プロトコルは非推奨となっており、今後のバージョンの SQL Server では

削除される予定です。新しい開発作業ではこの機能の使用を避け、現在この機

能を使用しているアプリケーションがあれば修正するようにしてください。 

仮想化 SQL Server 2012 は、Windows Server 2008 SP2 の Standard Edition、

Enterprise Edition、DataCenter Edition と、Windows Server 2008 R2 SP1 の 

Standard Edition、Enterprise Edition、DataCenter Edition の Hyper-V ロールで

実行される仮想マシン環境でサポートされています。 

親パーティションに必要なリソースに加えて、各仮想マシン (子パーティショ

ン) には SQL Server 2012 インスタンス用に十分なプロセッサ リソース、メモ

リ、およびディスク リソースが必要です。 

Windows Server 2008 SP2 と Windows Server 2008 R2 SP1 の Hyper-V ロール

では、Windows Server 2008 SP2 または Windows Server 2008 R2 SP1 の 32 

ビット エディションまたは 64 ビット エディションを実行している仮想マシ

ンに最大 4 つの仮想プロセッサを割り当てることができます。 

インターネット 

ソフトウェア 

Microsoft 管理コンソール (MMC)、SQL Server Data Tools (SSDT)、Reporting 

Services の Report Designer コンポーネント、HTML ヘルプには、Internet 

Explorer 7 以降が必要です。 

ハード ディス

ク 

必要となるディスク空き容量は、インストールする SQL Server のコンポーネ

ントに応じて異なります。 

ドライブ CD か DVD からインストールする場合は、CD ドライブまたは DVD ドライブ

が必要です。 

表示 SQL Server のグラフィック ツールを使用するには、VGA 以上の解像度

(1,024x768 ピクセル以上の解像度) が必要です。 

その他の 

デバイス 

Microsoft 製マウスか互換性のあるポインティング デバイスが必要です。 

 

表 6 は、SQL Server 2012 Express (Express、Express with Tools、Express with 

Advanced Services の各パッケージ) の 32 ビット バージョンのプロセッサ、メモリ、

http://support.microsoft.com/kb/968929
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およびオペレーティング システムの要件を示しています。  
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表 6: SQL Server 2012 Express (32 ビット) のプロセッサ、メモリ、およびオペレー

ティング システムの要件 

コンポーネント 要件 

プロセッサ プロセッサの種類:  

 Pentium III 互換プロセッサ以上 

プロセッサの速度 :  

 必須: 1.0 GHz 

 推奨: 2.0 GHz 以上 

オペレーティン

グ システム 

Windows Server 2008 R2 SP1 64 ビット Datacenter 

Windows Server 2008 R2 SP1 64 ビット Enterprise 

Windows Server 2008 R2 SP1 64 ビット Standard 

Windows Server 2008 R2 SP1 64 ビット Foundation 

Windows Server 2008 R2 SP1 64 ビット Web 

Windows 7 SP1 64 ビット Ultimate 

Windows 7 SP1 64 ビット Enterprise 

Windows 7 SP1 64 ビット Professional 

Windows 7 SP1 64 ビット Home Premium 

Windows 7 SP1 64 ビット Home Basic 

Windows 7 SP1 32 ビット Ultimate 

Windows 7 SP1 32 ビット Enterprise 

Windows 7 SP1 32 ビット Professional 

Windows 7 SP1 32 ビット Home Premium 

Windows 7 SP1 32 ビット Home Basic 

Windows Server 2008 SP2 64 ビット Datacenter 

Windows Server 2008 SP2 64 ビット Enterprise 

Windows Server 2008 SP2 64 ビット Standard 

Windows Server 2008 SP2 64 ビット Foundation 

Windows Server 2008 SP2 64 ビット Web 

Windows Server 2008 SP2 32 ビット Datacenter 

Windows Server 2008 SP2 32 ビット Enterprise 

Windows Server 2008 SP2 32 ビット Standard 

Windows Server 2008 SP2 32 ビット Web 

Windows Vista SP2 64 ビット Ultimate 

Windows Vista SP2 64 ビット Enterprise 

Windows Vista SP2 64 ビット Business 

Windows Vista SP2 64 ビット Home Premium 

Windows Vista SP2 64 ビット Home Basic 

Windows Vista SP2 32 ビット Ultimate 

Windows Vista SP2 32 ビット Enterprise 

Windows Vista SP2 32 ビット Business 

Windows Vista SP2 32 ビット Home Premium 

Windows Vista SP2 32 ビット Home Basic 

メモリ RAM:  

 必須: 512 MB 

 推奨: 1 GB 
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表 7 は、SQL Server 2012 Express (Express、Express with Tools、Express with 

Advanced Services の各パッケージ) の 64 ビット バージョンのプロセッサ、メモリ、

およびオペレーティング システムの要件を示しています。 

表 7: SQL Server 2012 Express (64 ビット) のプロセッサ、メモリ、およびオペレー

ティング システムの要件 

コンポーネント 要件 

プロセッサ プロセッサの種類:  

 必須: AMD Opteron、AMD Athlon 64、Intel EM64T 対応の Intel 

Xeon、EM64T 対応の Intel Pentium IV 

プロセッサの速度 :  

 必須: 1.4 GHz 

 推奨: 2.0 GHz 以上 

オペレーティン

グ システム 

Windows Server 2008 R2 SP1 64 ビット Datacenter 

Windows Server 2008 R2 SP1 64 ビット Enterprise 

Windows Server 2008 R2 SP1 64 ビット Standard 

Windows Server 2008 R2 SP1 64 ビット Foundation 

Windows Server 2008 R2 SP1 64 ビット Web 

Windows 7 SP1 64 ビット Ultimate 

Windows 7 SP1 64 ビット Enterprise 

Windows 7 SP1 64 ビット Professional 

Windows 7 SP1 64 ビット Home Premium 

Windows 7 SP1 64 ビット Home Basic 

Windows Server 2008 SP2 64 ビット Datacenter 

Windows Server 2008 SP2 64 ビット Enterprise 

Windows Server 2008 SP2 64 ビット Standard 

Windows Server 2008 SP2 64 ビット Foundation 

Windows Server 2008 SP2 64 ビット Web 

Windows Vista SP2 64 ビット Ultimate 

Windows Vista SP2 64 ビット Enterprise 

Windows Vista SP2 64 ビット Business 

Windows Vista SP2 64 ビット Home Premium 

Windows Vista SP2 64 ビット Home Basic 

メモリ RAM:  

 必須: 512 MB 

 推奨: 1 GB 
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SQL Server 2000 (MSDE) からのアップグレード 

MSDE から SQL Server 2012 Express エディションへのアップグレードはサポートされ

ていません。既存の MSDE インスタンスは、SQL Server 2005/2008/2008 R2 Express 

にアップグレードしてから、SQL Server 2012 Express にアップグレードします。 

SQL Server 2012 Express へのアップグレード 

インプレース アップグレード 

(MSDE を除く) 以前のバージョンの SQL Server Express から SQL Server 2012 Express 

にインプレース アップグレードするには、以下の手順を実行します。 

1. .NET Framework 3.5 SP1 をダウンロードしてインストールします。SQL Server 

2012 Express には .NET 3.5 SP1 が必要ですが、SQL Server Express セットアッ

プではインストールされなくなりました。Microsoft ダウンロード センターか

ら .NET Framework 3.5 SP1 (http://www.microsoft.com/ja-

jp/download/details.aspx?id=22) をダウンロードし、dotnetfx.exe プログラム

を実行してインストールします。 

2. SQL Server 2012 セットアップ プログラムを起動して、必要なソフトウェアを

インストールします。インストールするパッケージの種類に応じて実行可能 

(i.e., .exe) プログラムを実行すると、SQL Server 2012 Express がインストール

されます。 

3. 残りの構成オプションを指定し (通常は既定値をそのまま使用)、[インストー

ルの準備完了] ダイアログ ボックスで [インストール] をクリックします。この

操作によって、指定したインスタンスが SQL Server 2012 Express にアップグ

レードされます。 

サイド バイ サイド アップグレード 

以前のバージョンの SQL Server Express からのインプレース アップグレードを実行

できないか、実行しない場合には、SQL Server Express 管理ツールがインストールさ

れていれば、以下に示す手順を使用します。管理ツールがインストールされていない

場合には、デタッチ操作およびアタッチ操作を使用します。 

1. アップグレード前の SQL Server Express システムに管理者としてログインし、

アップグレードする SQL Server Express のインスタンスが実行中であることを

確認します。 

2. Express などのエディションの SSMS を使用して、アップグレード前の SQL 

Server Express システムに接続します。 

3. 各ユーザー データベースの名前を右クリックして [デタッチ] オプションをク

リックし、データベースを 1 つずつデタッチします (バックアップ/復元でも同

じことができますが、通常はデタッチ/アタッチの方が簡単な方法です)。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=22
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4. SQL Server 構成マネージャーを開いて SQL Server サービスを停止し、アップ

グレード前の SQL Server Express インスタンスをシャットダウンします。 

5. 分散トランザクション コーディネーターと SQL Server エージェント サービス

が実行されている場合には、それについても手順 4. を実行します。 

6. システムのコントロール パネルの [プログラムの追加と削除] アプレットを使

用して SQL Server Express を削除します。SQL Server Express の旧バージョン

を含むインスタンスの名前と新バージョンを含むインスタンスの名前が異なる

場合には、この手順を後で実行できます。 

7. .NET Framework 3.5 SP1 をダウンロードしてインストールします。SQL Server 

2012 Express には .NET 3.5 SP1 が必要ですが、SQL Server Express セットアッ

プではインストールされなくなりました。.NET Framework 3.5 SP1 

(http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=22) は、Microsoft ダ

ウンロード センターからダウンロードできます。.NET Framework 3.5 SP1 をダ

ウンロードしたら、dotnetfx.exe プログラムを実行してインストールします。 

8. SQL Server Express の実行可能プログラムを実行して SQL Server 2012 Express 

をインストールします。インストールする新しいインスタンスに対して必要な

インストール オプションを選びます。このオプションの中には、SQLEXPRESS 

以外のインスタンス名を指定するときに使用するものがありますが、インスタ

ンス名は変えずに使用することをお勧めします。 

重要: SQL Server 2005 Express 以降では、セットアップ プログラムによって既

定のインスタンス名 SQLEXPRESS が設定されます。MSDE のように既定でホ

スト コンピューター名が使用されることはありません。インスタンス名をホ

スト コンピューターの名前にするには、その名前を名前付きインスタンスの

名前に指定する必要があります。 

9. SQL Server 2012 Express をインストールしたら、Express などのエディション

の SSMS を使用して接続します。 

10. オブジェクト エクスプローラーの [データベース] ノードを右クリックして 

[データベースのアタッチ] をクリックし、SQL Server 2005/2008/2008 R2 

Express インスタンスからデタッチされたユーザー データベースを 1 つずつア

タッチしていきます (前にも説明したとおり、デタッチとアタッチを使用する

代わりにバックアップ/復元オプションを使用することもできます。この場

合、この時点でデータベースを復元します)。 

11. 必要なプロトコルを有効にします。 

SQL Server 2012 Express を既定の方法でインストールすると、共有メモリが有効に

なり、ローカル アクセスのみが可能になります。名前付きパイプおよび TCP/IP プロ

トコルは無効になります。データベースのインストールでネットワーク アクセスが

必要な場合には、SQL Server 構成マネージャーを起動して [SQL Server 2012 ネット

ワークの構成] ノードを開きます。そこで [SQLEXPRESS のプロトコル] (既定以外の名

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=22
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前を使用している場合には、その名前) を選択します。プロトコルを右クリックして

表示されるコンテキスト メニューで [有効化] オプションをクリックし、必要なプロ

トコルを有効にします。 

アップグレード後の作業 

SQL Server 2012 Express のインストールは、アップグレード後に以下の手順を実行

することによって検証できます。 

1. SQL Server 構成マネージャーを使用して、アップグレード後のインスタンス

が実行されていることを確認します。構成マネージャーを起動するには、

Microsoft SQL Server 2012 Express プログラム グループの構成ツールで 

[SQL Server 構成マネージャー] をダブルクリックします。 

2. 構成マネージャーで [SQL Server 2012 サービス] ノードを開き、アップグレー

ドしたインスタンス エントリが実行状態になっているかどうかを確認しま

す。SQL Server サービスが実行中でない場合には、エントリを右クリックし

てコンテキスト メニューで [スタート] を選択すると、手動で開始できます。

サービスが開始しない場合には、インストールが正常に完了していないため、

再度インストールが必要になります。 

注: ネットワーク接続しているユーザーからの接続をサポートする SQL Server 

2005/2008/2008 R2 Express のインスタンスをアップグレードする際には、注意が

必要です。SQL Server 2012 Express では、リモート接続が既定ですべて無効に

なっています。SQL Server Express にリモート接続できるようにするには、SQL 

Server 構成マネージャーを起動して [SQL Server 2012 ネットワークの構成] ノー

ドを展開します。展開したノードで [SQLEXPRESS のプロトコル] を選択します。

プロトコルを右クリックして表示されるコンテキスト メニューで [有効化] オプ

ションをクリックし、必要なプロトコルを有効にします。 

LocalDB へのアップグレード 

以前のバージョンの SQL Server Express から LocalDB にアップグレードするときに、

SQL Server Express 管理ツールがインストールされている場合には、以下に示す手順

を使用します。管理ツールがインストールされていない場合には、デタッチ操作およ

びアタッチ操作を使用します。 

1. アップグレード前の SQL Server Express システムに管理者としてログインし、

アップグレードする SQL Server Express のインスタンスが実行中であることを

確認します。 

2. Express などのエディションの SSMS を使用して、アップグレード前の SQL 

Server Express システムに接続します。  
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3. 各ユーザー データベースの名前を右クリックして [デタッチ] オプションをク

リックし、データベースを 1 つずつデタッチします (バックアップ/復元でも

同じことができますが、通常はデタッチ/アタッチの方が簡単な方法です)。 

4. SQL Server 構成マネージャーを開いて SQL Server サービスを停止し、アップ

グレード前の SQL Server Express インスタンスをシャットダウンします。 

5. 分散トランザクション コーディネーターと SQL Server エージェント サービス

が実行されている場合には、それについても手順 4. を実行します。 

6. システムのコントロール パネルの [プログラムの追加と削除] アプレットを使

用して SQL Server Express を削除します。SQL Server Express の旧バージョン

を含むインスタンスの名前と新バージョンを含むインスタンスの名前が異なる

場合には、この手順を後で実行できます。 

7. .msi インストーラーを実行して SQL Server 2012 LocalDB をインストールしま

す。インストールする新しいインスタンスに対して必要なインストール オプ

ションを選びます。このオプションの中には、SQLEXPRESS 以外のインスタン

ス名を指定するときに使用するものがありますが、インスタンス名は変えずに

使用することをお勧めします。 

8. SQL Server 2012 LocalDB をインストールしたら、Express などのエディションの 

SSMS または SQLCMD コマンドライン ユーティリティを使用して接続します。 

9. オブジェクト エクスプローラーの [データベース] ノードを右クリックして 

[データベースのアタッチ] をクリックし、SQL Server 2005/2008/2008 R2 

Express インスタンスからデタッチされたユーザー データベースを 1 つずつア

タッチしていきます (前にも説明したとおり、デタッチとアタッチを使用する

代わりにバックアップ/復元を使用することもできます。この場合、この時点

でデータベースを復元します)。コマンドライン オプションを使用している場

合は、適切な T-SQL コマンドを使用してデータベースをアタッチできます。 

他のエディションの SQL Server 2012 へのアップグレード 

SQL Server Express のバージョン間にデータベースのコア機能の差はほとんどありま

せんが、機能の組み合わせと制限が異なります。このような差や、SQL Server 2012 

Express の機能セットとは別に必要になる機能に応じて、Express 以外のエディショ

ンの SQL Server 2012 にアップグレードする必要が生じることもあります。 

表 8 は、SQL Server 2012 Express、Web、Standard の各エディションの機能を比較

したものです。 
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表 8: SQL Server 2012 Express、Web、Standard の各エディションの機能の比較 

機能 

SQL Server 2012 

Express 

SQL Server 2012 

Web 

SQL Server 

2012 

Standard  

最大インスタンス数 50 50 50 

最大プロセッサ数 1 ソケットと 4 コア

のいずれか小さい方 

4 ソケットと 16 コ

アのいずれか小さい

方 

4 ソケットと 

16 コアのいず

れか小さい方 

RAM の最大値 1 GB 64 GB 64 GB 

データベースの最大サイズ 10 GB 524 TB 524 TB 

高可用性 - ログ配布 なし あり あり 

高可用性 - データベース  

ミラーリング 

ミラーリング 

監視のみ 

ミラーリング 

監視のみ 

あり (安全性

レベルが FULL 

の場合のみ) 

高可用性 - フェールオーバー  

クラスタリング 

なし なし あり  

(2 ノード) 

バックアップ圧縮 なし なし あり 

レプリケーションのパブリッシン

グ 

なし なし あり 

SQL Server エージェント なし あり あり 

データベース チューニング  

アドバイザー 

なし あり あり 

BI 機能  

(Analysis Services、Integration 

Services) 

なし なし あり 

レポート サーバー Express with 

Advanced Services  

のみ 

あり あり 

サポートされるレポート サーバー 

カタログ DB 

Express Web Standard 以上 

サポートされるレポート データ 

ソース 

Express Web 全エディ 

ション 

Service Broker クライアントのみ クライアントのみ あり 

フルテキスト セマンティック検索 Express with Advanced 

Services のみ 

あり あり 

SQL Profiler なし なし あり 

データベース メール なし あり あり 

StreamInsight なし あり あり 

SQL Server 2012 Web Edition へのアップグレード 

状況によっては、SQL Server 2012 Web Edition にアップグレードすることが好まし

い選択肢となります。以下の 4 つのシナリオについて考えてみましょう。 

SQL Server 2012 Express でサポートされる水準を越える容量の RAM が必要 

SQL Server 2012 Express では、1 GB の RAM のみサポートされています。SQL Server 

Express アプリケーションにこれ以上の容量が必要であれば、SQL Server 2012 Web 
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へのアップグレードを検討してください。 

SQL Server 2012 Express でサポートされる水準を越える数またはコア数のプロセッ

サが必要 

SQL Server 2012 Web では 4 つのプロセッサで最大 16 個のコアを使用できます。 

これに対して、SQL Server 2012 Express ではサポートされているプロセッサは 1 

つ、コアの最大数は 4 となっています。もっとも、プロセッサやコアの数が足りな

いとしても、SQL Server 2012 Web への移行が必ず必要になるわけではありません。

ほとんどの場合、性能の高いプロセッサにアップグレードした方が費用対効果の面で

優れています。SQL Server Express はマルチコア プロセッサをサポートしており、ど

のサーバーにもインストールできますが、SQL Server Express をインストールした

サーバーはそれぞれ、1 台の物理プロセッサにしかアクセスできません。 

アプリケーションにスケジュール機能が必要 

SQL Server 2012 Express には SQL Server エージェントがありません。アプリケー

ションでジョブやデータベース タスクにスケジュールを設定する必要がある場合

は、Windows タスク スケジューラを使用するか、SQL Server 2012 Web にアップグ

レードすることを検討してください。 

インスタンスをレプリケーション パブリッシャーとして使用する必要がある 

SQL Server 2012 Express では、SQL Server Express インスタンスを他の SQL Server 

Express データベースのレプリケーション パブリッシャーとして使用することができ

ません。レプリケーション時にアプリケーションがパブリッシャーとなる必要がある

場合には、SQL Server 2012 Web にアップグレードすることを検討してください。 

SQL Server 2012 Standard Edition へのアップグレード 

SQL Server 2008 R2 Express から SQL Server 2012 Standard へのアップグレードの検

討が求められるのは、アプリケーションで将来的に SQL Server 2012 Express や SQL 

Server 2012 Web にはない機能が必要になることが予想されるような場合です。デー

タベースで将来的に 4 GB 以上の RAM が必要になる、必要なデータベースのサイズ

が 10 GB を超える、SQL Server 2012 Standard の高可用性機能やビジネス インテリ

ジェンス (BI) 機能が必要になるなどの状況が予想される場合には、それに応じてアッ

プグレードします。 

注: データ圧縮、リソース ガバナー、テーブル分割などのエンタープライズ機能

が必要な場合には、SQL Server 2012 Enterprise にアップグレードする必要があり

ます。 

結論 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 Express データベース管理システムからアップグレー

ドするなら、SQL Server 2012 Express が理想的です。アップグレード方法は単純で

あり、それまでのバージョンの SQL Server Express からアップグレードするにあたっ
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て確認すべき問題も、必要な準備もわずかです。ただし、アップグレードをスムーズ

に成功に導くためには、アップグレードに伴う問題を把握しておく必要があります。 

その他のリファレンス 

その他、SQL Server 2012 Express へのアップグレードに関する最新のリファレンス

については、次のリンクを参照してください。 

 SQL Server 2012 の Web サイト  

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=SQL.110).aspx) 

 SQL Server 開発者向け技術情報  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server TechCenter  

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 

  

http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
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第 9 章: SQL Server Data Tools 

概要 

SQL Server Data Tools (SSDT) は、Visual Studio 内でのデータベースの開発、管理、

更新のあらゆる段階にわたるユビキタスな宣言モデルです。Visual Studio と完全に統

合された多機能な SQL Server 開発環境であるため、データベースやアプリケーショ

ン開発者は、Visual Studio から SQL Server や SQL Azure のプロジェクトを操作でき

ます。SSDT には、オンラインとオフラインの開発で使用できるモデル ベースのツー

ルが含まれています。 

この章では、SSDT のインストールと Visual Studio 2010 のデータベース プロジェク

トからのアップグレードについて、一般的なガイドラインを示します。このほか、

Visual Studio 2010 のデータベース プロジェクトから SSDT のデータベース プロジェ

クトにアップグレードする際によくみられる動作の変更点や、重大な変更点について

も説明します。 

アップグレードのための準備 

アップグレードの前に、SSDT をインストールできることを確認します。 

 Visual Studio 2010 の Ultimate、Premium、Professional のいずれかのエディ

ションがインストールされている場合は、SSDT をインストールする前に手動

で Visual Studio 2010 SP1 更新プログラム (http://www.microsoft.com/ja-

jp/download/details.aspx?id=23691) をインストールする必要があります。 

 Visual Studio 2010 がインストールされていない場合は、SSDT をインストール

すると SSDT 機能と共に Visual Studio 2010 Integrated Shell SP1 がインストー

ルされます。 

SSDT のインストール プロセス全体の概要については、「Microsoft SQL Server Data 

Tools の概要」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/hh297027) を参照してくださ

い。 

Visual Studio 2010 のデータベース プロジェクトから SSDT へ

のアップグレード 

Visual Studio 2010 のデータベース プロジェクトの変換を開始するには、図 1 に示す

ように、プロジェクトを右クリックして [SQL Server データベース プロジェクトに変

換する] を選択してください。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=23691
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/hh297027
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/hh297027
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図 1: SSDT のデータベース プロジェクトへの変換 

プロジェクトの変換自体は比較的簡単なプロセスですが、プロジェクトの種類、ファ

イルの種類、プロパティ、設定の一部はアップグレードできないことがあるのでご注

意ください。その理由としては、要素自体の性質のほか、SSDT で使用されるプロ

ジェクトの構造や基になるテクノロジが異なっていることが挙げられます。 

表 1 に、特に問題なくアップグレードできるコンポーネントを示します。 

表 1: アップグレードできるコンポーネント 

要素 説明 

プロジェクト (.dbproj) ファイル  

スキーマの比較 (.scmp) ファイル Visual Studio 2010 のデータベース 

プロジェクトでは、いくつかの方

法でスキーマの比較ファイルを作

成できます。ただし、そのすべて

が変換に対応しているわけではあ

りません。 

.sqldeployment、.sqlsettings、および .slqpolicy 

ファイル 

それぞれ、プロジェクトのプロパ

ティに変換されます。 

.sqlpermissions T-SQL スクリプトに変換されます。 

.sql ファイルとフォルダー構造  

配置スクリプト  

 

表 2 に、アップグレードできない要素を示します。ここに挙げた要素があると、変

換の終了時に変換レポートで強調表示されるか、プロジェクトのビルド時にエラーが

発生します。 
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表 2: アップグレードできないコンポーネント 

要素 エラー発生の 

タイミング 

ソリューション 

スキーマ ファイルのある他のデータベースの参照 変換 アップグレード前の作業 

SQLCMD 変数を定義する .sqlcmd ファイル 変換 アップグレード前の作業 

データ生成プラン (.dgen) 変換 なし 

データベース単体テスト プロジェクト 変換 なし 

拡張機能ファイル 変換 なし 

サーバーへのログイン ビルド アップグレード前の作業 

フルテキスト検索 ビルド アップグレード後の作業 

リンク サーバー定義 ビルド アップグレード後の作業 

次のセクションでは、Visual Studio 2010 のデータベース プロジェクトを SSDT のデー

タベース プロジェクトに変換している間に発生する問題と、(解決策がある場合には) 

アップグレード前およびアップグレード後の作業としてその解決策を説明します。 

重大な変更および動作の変更点 

Visual Studio 2010 のデータベース プロジェクトを SSDT のデータベース プロジェク

トにアップグレードするにあたっては、重大な変更および動作の変更点がいくつもあ

るため、注意が必要です。 

SQL Server データベース プロジェクト テンプレート 

図 2 に示すように、SSDT のインストール後には SQL Server データベース プロジェ

クト テンプレートを確認できます ([新しいプロジェクト]、[インストールされている

テンプレート]、[SQL Server] の順にクリック)。 

 

図 2: 新しい SSDT のデータベース プロジェクトの追加 

スキーマ定義ファイル 

Visual Studio 2010 のデータベース プロジェクトでは、.dbschema ファイルを使用して

別のユーザーまたはシステム データベースへの参照を追加できます。この .dbschema 

ファイルは、データベースのモデルとプロパティを XML で表現したものです。図 3 
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は、データベース参照を使用する Visual Studio 2010 のデータベース プロジェクトの

例です。 

 

図 3: データベース参照を使用する Visual Studio 2010 のデータベース プロジェクト 

SSDT では外部データベースの参照に .dacpac ファイルを使用します。.dbschema 

ファイルはサポートされていません。参照される完全なパスは変換時に .dbschema 

ファイルから .dacpac ファイルに変換されるため、参照が破損することになります。 

スキーマの比較ファイル 

Visual Studio 2010 のデータベース プロジェクトでは、スキーマの比較ファイルを作

成する方法がいくつか存在します。 

 データベースを直接指定して既存のライブ データベースと比較する 

 .dbschema ファイルと比較する 

 ソリューション内の別のプロジェクトと比較する 

SSDT では、既存のデータベースを指定したスキーマの比較のみが正常に変換されま

す。 

SQLCMD 変数の定義 

図 4 に示すように、Visual Studio 2010 のデータベース プロジェクトでは、.sqlcmdvar 

プロパティ ファイルによってカスタム変数のセットや、スクリプトで使用する値を追

加できます。SSDT では、既定のビルド構成の変数は変換されません。 

図 4: ユーザー定義変数 
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サーバーへのログイン 

Visual Studio 2010 には、データベース プロジェクトとサーバー プロジェクトという 

2 種類のプロジェクトがあります。サーバー プロジェクトを参照するデータベース 

プロジェクトでは、データベース プロジェクトで使用されるサーバー プロジェクト

で構成されたサーバー ログインを使用できます。図 5 を参照してください。 

 

図 5: ログインを含むサーバー プロジェクトへの参照 

このように参照されたサーバー ログインは変換できません。SSDT データベース プ

ロジェクトにログインへの参照があると、エラーが発生します。 

その他の重大な変更および動作の変更点 

ほかにも重大な変更と動作の変更点はいくつかあります。 

 データ生成。SSDT には現時点でデータ生成ツールはありませんが、将来のリ

リースで追加される予定です。 

 データベース単体テスト プロジェクト。SSDT では現時点でこの種のプロジェ

クトはサポートされていませんが、データベース単体テストは将来のリリース

で追加される予定です。 

 拡張機能ファイル。この種のファイルは、SSDT に変換できません。 

 フルテキスト検索。SSDT を使用してプロジェクトをデバッグする場合には、

新しい LocalDB を使用します。この LocalDB は、必要に応じて使用できる 

SQL Server 2012 のローカル インスタンスです。 

 リンク サーバー定義。Visual Studio 2010 のデータベース プロジェクトで

は、リンク サーバーを定義し、SQLCMD 変数の値を使用できます。SQLCMD 

変数の値をこのように使用すると SSDT に変換されますが、配置またはデバッ

グの際にエラーが発生します。 
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アップグレード前の作業 

一部のアップグレード前の作業を完了すると、Visual Studio 2010 のデータベース プ

ロジェクトから SSDT のデータベース プロジェクトに変換するときに、「重大な変

更および動作の変更点」セクションに記載した変換の問題の一部を解決できます。 

.dbschema ファイルから .dacpac ファイルへの変換 

データベースの参照に外部プロバイダーのスキーマ定義ファイルを使用する場合は、

SSDT データベース プロジェクトで使用可能なデータベースに関して DACPAC の説

明があることを確認してください。 

SSDT のデータベース プロジェクトは、まず .dbschema ファイルからデータベース

を作成したうえで、新しく作成されたそのデータベースから作成する必要がありま

す。.dbschema file からデータベースを生成するには、C:¥Program Files¥Microsoft 

Visual Studio 10.0¥VSTSDB¥Deploy フォルダー内にある VSDBCMD プログラムを実行

します。たとえば、以下を実行すると、スキーマ sqlperf.dbschema に基づいて SQL 

Server note1¥RC0 に SQLPerf という名前のデータベースを作成できます。 

vsdbcmd /a:deploy /dd:+ 

/cs:"Data source=note01¥RC0; Integrated Security=true;" 

/model:"c:¥temp¥sqlperf.dbschema" 

/p:TargetDatabase="SQLPerf" 

SSDT の Visual Studio では、SQL Server オブジェクト エクスプローラーを使用して

新しいデータベースから新しいプロジェクトを作成できます。図 6 を参照してくだ

さい。 

 

図 6: 既存のデータベースからの新しい SSDT データベース プロジェクトの作成 

プロジェクトを作成したら、そのスナップショットを作成できます。スナップショッ

トを作成すると、参照データベースで使用できる .dacpac ファイルが作成されます。 

SQLCMD 変数の定義の変換 

プロジェクトを変換するときに変数の定義を含めるには、現在の構成を変更するか、

新しい構成を作成して MSBuild を使用する必要があります。以下の操作を行ってく

ださい。 
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1. 変換の前に新しい構成を作成します。図 7 に示すように、[ビルド] の [構成マ

ネージャー] メニューから新しい構成を作成します。 

 

図 7: 新しい構成の作成 

2. 図 8 に示すように、プロジェクトのプロパティの [配置] タブで .sqlcmdvars 

ファイルの場所を指定します。 

 

図 8: .sqlcmdvars ファイルの場所の指定 

3. 変換が完了したら、.publish.xml ドキュメントで、カスタム ビルド構成の名前

と共に変数と値が表示されていることを確認してください (図 9 を参照)。 
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図 9: 変換が正常に完了した場合のユーザー定義変数 

アップグレード後の作業 

変換後にも、プロジェクトのコンパイル、配置、またはパブリッシュの前に変更が必

要になる要素があります。以下のトピックについては「重大な変更および動作の変更

点」セクションで既に詳細を説明していますが、アップグレード後も未解決の問題が

残っている場合には、その時点で解決しておく必要があります。 

フルテキスト検索のデバッグ インスタンスを変更する 

LocalDB ではフルテキスト検索がサポートされていないため、SSDT プロジェクトの

プロパティ ページにある [デバッグ] タブでデバッグ インスタンスを LocalDB インス

タンスから SQL Server インスタンスに変更するのが唯一の解決方法です。 

SQLCMD 変数を使用するリンク サーバーの定義を修正する 

図 10 に示した方法で SQLCMD 変数を使用するリンク サーバーの定義は変換できま

せん。 

 

図 10: リンク サーバーの定義に使用されている SQLCMD 変数 

この問題を解決するには、2 つの方法があります。 

 「SQLCMD 変数を使用するリンク サーバーの定義を修正する」セクショ

ンで説明したように、カスタム ビルド構成に SQLCMD 変数を使用する。 

 sp_addlinkedserver の呼び出し構文を変更し、@datasrc パラメーターを使

用して変数が参照されるようにする。 

execute sp_addlinkedserver  

    @server = N'MyLinkedServer' , @srvproduct = N'',  

    @provider = N'SQLNCLI', @datasrc = N'$(Environment)' 
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その他のリファレンス 

詳細については、次のリソースを参照してください。 

 VSDBCMD.EXE コマンド ライン リファレンス (配置およびスキーマのイン

ポート) 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd193283.aspx) 

 Microsoft SQL Server Data Tools 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/tools.aspx) 

 SQL Server Data Tools のインストール 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh500335(v=vs.103)) 

 SQL Server Data Tools フォーラム 

(http://social.msdn.microsoft.com/Forums/ja-jp/ssdt/threads) 

 SQL Server Data Tools チーム ブログ 

(http://blogs.msdn.com/b/ssdt) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

 

 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd193283.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd193283.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/tools.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh500335(v=vs.103)
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/ja-jp/ssdt/threads
http://blogs.msdn.com/b/ssdt
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx
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第 10 章: Transact-SQL クエリ 

概要 

重要でありながらアップグレード プロセスで見落とされることが多い要素が、クエ

リとスクリプトのアップグレードです。データベース管理者 (DBA) の間では、アッ

プグレード プロセスとはストアド プロシージャをアップグレードすることであると

考えられています。しかし、SQL Server の新しいリリースにはクエリを多用する環

境のほとんどに影響する大きな変更が加えられているという点については、十分に認

識されていません。こうした変更には、捉えにくい側面もあるためです。ここでは、

SQL Server 2012 の変更点のうち、ストアド プロシージャ、クエリ、スクリプト、ア

プリケーションに影響を及ぼすものについて説明します。 

データベース内のストアド プロシージャは、データベースのアップグレード後もそ

のまま残されます。SQL Server の新しいリリースにアップグレードするにあたっ

て、インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードのどちらを

選択した場合でも同じです。ただし、ストアド プロシージャは SQL Server の他のコ

ンポーネントとは異なり、実行した時点や、データベースをアップグレードした時点

では自動的にアップグレードされません。SQL Server の新しい T-SQL (Transact-SQL) 

機能を使用するように記述し直す必要があります。このことは、アプリケーションに

埋め込まれたクエリのアップグレードにも当てはまります。 

ここでは、アップグレードの妨げになるおそれのある主なクエリ関連の問題について

取り上げるほか、アップグレード後のストアド プロシージャ、クエリ、スクリプ

ト、アプリケーションの動作に影響を及ぼすことが予想される変更点を見ていきま

す。アップグレード プロセスを開始する前に、データベースに使用されるストアド 

プロシージャ、アドホック クエリ、およびスクリプトを手動で調べ、アップグレー

ドで問題が発生することがないか確認する必要があります。もっとも、Upgrade 

Assistant for SQL Server 2012 (UAFS) を実行すれば、手動で確認する項目の量を大幅

に減らすことができます。詳細とダウンロードの手順については、Upgrade 

Assistant for SQL Server 2012 (UAFS) 

(http://www.scalabilityexperts.com/tools/downloads.html) を参照してください。 

アップグレードのための準備 

ストアド プロシージャ、アドホック クエリ、管理スクリプトを正常にアップグレー

ドするには、準備が重要になります。バックアップとロールバックのプランを策定し

ておくことはきわめて重要です。また、SQL Server 2012 で推奨されなくなった機能

や、廃止された機能のほか、アップグレードが失敗する原因となる機能や、アップグ

レード後に動作が変化し、問題を引き起こす可能性のある機能についても把握してお

く必要があります。ここでは、SQL Server 2012 にスムーズに移行するうえで把握し

ておくべき T-SQL の変更点について説明します。また、起こり得る問題を特定して

解決するのに役立つツールを紹介します。 

http://www.scalabilityexperts.com/tools/downloads.html
http://www.scalabilityexperts.com/tools/downloads.html
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バックアップとロールバックのプラン 

アップグレードする前に、問題が発生した場合にすばやく容易にロールバックできる

ように既存のデータベースをバックアップしておく必要があります。さらに、実稼働

システムのアップグレードに先立ち、開発用の環境でアップグレード手順をすべて実

行します。これは、事前にアップグレードに関する問題を特定し、それに対処するう

えで役立ちます。 

バックアップを実行する以外に、アップグレード前にデータベースに対して DBCC 

CHECKDB を実行し、アップグレードするデータベースが破損していないこと確認す

る必要があります。 

非推奨機能 

非推奨機能とは、SQL Server 2012 では引き続きサポートされるものの、SQL Server 

の今後のバージョンで削除される予定となっている機能を指します。実装されている

データベースから非推奨機能を削除しないとアップグレードが完了しないというわけ

ではありませんが、将来的に問題が発生することがないように、対処しておいてくだ

さい。SQL Server 2012 にはシステム モニター、Deprecation Announcement イベン

ト クラス、deprecation_announcement 拡張イベントが含まれており、いずれもアッ

プグレードしたシステムにある非推奨機能の発見に役立ちます。 

SQLServer:Deprecated Features オブジェクト 

SQL Server 2012 にアップグレードした後でも、引き続き使用されている非推奨機能

を特定して、非推奨機能による問題に対処し、SQL Server 2012 の新機能と置き換え

ることができます。SQL Server 2012 には、SQLServer:Deprecated Features というシ

ステム モニター オブジェクトがあります。このオブジェクトはさまざまな非推奨機

能と、SQL Server システムでのその使用頻度を列挙します。この情報は、システム 

モニターまたは DMV sys.dm_os_performance_counters を使用して表示できます。 

このオブジェクトの詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL 

Server:Deprecated Features オブジェクト」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb510662(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

Deprecation Announcement イベント クラス 

SQL Server Profiler の Deprecation Announcement イベント クラスは、非推奨機能の

特定に使用できます。このイベント クラスの詳細については、SQL Server 2012 オン

ライン ブックの「Deprecation Announcement イベント クラス」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms186302(v=sql.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510662(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510662(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms186302(v=sql.110).aspx
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拡張イベントの deprecation_announcement 

拡張イベントの deprecation_announcement イベントは、非推奨機能の特定に使用で

きます。拡張イベントの詳細については、「拡張イベント」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb630282(v=sql.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

非推奨機能一覧 

表 1 に、SQL Server 2012 より後のバージョンでは使用できなくなる予定の非推奨機

能を示します。 

表 1: 非推奨機能 

カテゴリ 非推奨機能 新しい機能 

バックアップと復

元 

RESTORE { DATABASE | LOG } WITH 

PASSWORD 

なし 

バックアップと復

元 

RESTORE { DATABASE | LOG } WITH 

MEDIAPASSWORD 

なし 

互換性レベル 互換性レベル 90、バージョン 90 か

らのアップグレード 

互換性レベルは、最新の 2 つのバー

ジョンについてのみ使用できます。 

互換性レベルの詳細については、 

SQL Server 2012 オンライン ブックの

「ALTER DATABASE 互換性レベル 

(Transact-SQL)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb510680(v=sql.110).aspx) 

を参照してください。 

データベース オブ

ジェクト 

トリガーから結果セットを返す機

能 

なし 

暗号化 RC4 または RC4_128 を使用した暗

号化 

(RC4 および RC4_128 を使用した暗

号化の解除は推奨されていません) 

AES など、別の暗号化アルゴリズムを

使用してください。 

リモート サーバー sp_addremotelogin 

sp_addserver 

sp_dropremotelogin 

sp_helpremotelogin 

sp_remoteoption 

リンク サーバーを使用してリモート 

サーバーを置き換えてください。 

sp_addserver はローカル オプション

に限り使用できます。 

リモート サーバー @@remserver リンク サーバーを使用してリモート 

サーバーを置き換えてください。 

リモート サーバー SET 

REMOTE_PROC_TRANSACTIONS 

リンク サーバーを使用してリモート 

サーバーを置き換えてください。 

オプションの設定 INSERT、UPDATE、および DELETE 

ステートメントの SET ROWCOUNT 

TOP キーワード 

テーブル ヒント かっこのない HOLDLOCK テーブル 

ヒント 

かっこ付きの HOLDLOCK を使用して

ください。 

ツール sqlmaint ユーティリティ SQL Server メンテナンス プラン機能

を使用してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb630282(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510680(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510680(v=sql.110).aspx
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SQL Server 2008 R2 と SQL Server 2012 の非推奨機能の詳細については、SQL Server 

オンライン ブックで次のトピックを参照してください。 

 SQL Server 2008 R2 データベース エンジンの非推奨機能 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.105).aspx) 

 SQL Server 2012 データベース エンジンの非推奨機能 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.110).aspx) 

廃止された機能 

SQL Server 2012 では、以前のバージョンにあった一部のストアド プロシージャや T-

SQL コマンド機能が廃止されています。具体的には、sp_dboption システムのストア

ド プロシージャや、拡張ストアド プロシージャ xp_sendmail を使用した電子メール

送信機能などです。 

電子メールの送信 

SQL Server 2012 では、xp_sendmail による電子メール メッセージの送信ができませ

ん。この拡張ストアド プロシージャでは、メッセージの送信に SQL Mail を使用して

いました。この機能は SQL Server 2012 で削除されたため、スクリプトに拡張ストア

ド プロシージャ xp_sendmail への参照があれば、データベース メールを使用するよ

うに変更してください。詳細については、「データベース メール」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms189635.aspx) を参照してください。 

sp_dboption 

SQL Server 2012 では、システム ストアド プロシージャ sp_dboption が削除されて

います。スクリプトにこのシステム ストアド プロシージャに対する参照があれば、

ALTER DATABASE を使うように変更してください。 

廃止されたコマンド 

表 2 は、SQL Server 2012 で廃止されたコマンドの一覧です。ここに記載されている

コマンドへの参照がストアド プロシージャ、アドホック クエリ、スクリプトにあれ

ば、変更してください。表 2 ではほかにも、廃止された機能のうち、ここまでに挙

げた以外のものを一部記載しています。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms189635.aspx
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表 2: 廃止された機能 

カテゴリ 廃止された機能 新しい機能 

バックアップと

復元 

BACKUP { DATABASE | LOG } WITH 

PASSWORD  

なし 

バックアップと

復元 

BACKUP { DATABASE | LOG } WITH 

MEDIAPASSWORD 

なし 

バックアップと

復元 

RESTORE { DATABASE | LOG } … WITH 

DBO_ONLY 

RESTORE { DATABASE | LOG } … … 

WITH RESTRICTED_USER 

互換性レベル 互換性レベル 80 データベースは互換性レベル 90 以上

に設定する必要があります。 

構成オプション sp_configure の 'user instance timeout' お

よび 'user instances enabled' 

ローカル データベースの機能を使用

します。詳細については、

「SqlLocalDB ユーティリティ」

(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/hh212961(v=sql.110).aspx) 

を参照してください。 

接続プロトコル 仮想インターフェイス アダプター (VIA) 

のプロトコルのサポート 

代わりに TCP を使用してください。 

データベース  

オブジェクト 

トリガーでの WITH APPEND 句の使用 トリガー全体を再作成してください。 

データベース  

オプション 

sp_dboption ALTER DATABASE 

メール SQL Mail データベース メールを使用してくだ

さい。 

メモリ管理 32 ビットの Address Windowing 

Extensions (AWE) と 32 ビットのホット  

アド メモリ サポート 

64 ビットのオペレーティング システ

ムを使用してください。 

メタデータ DATABASEPROPERTY DATABASEPROPERTYEX 

プログラミング SQL Server 分散管理オブジェクト  

(SQL-DMO) 

SQL Server 管理オブジェクト (SMO) 

クエリ ヒント FASTFIRSTROW ヒント OPTION (FAST n) 

リモート  

サーバー 

sp_addserver を使用して新しいリモート 

サーバーを作成する機能 

('local' オプションを設定した 

sp_addserver は引き続き使用できます。

リモート サーバーのうち、アップグレー

ド時に保持されていたものや、レプリ

ケーションによって作成されたものは使

用できます) 

リンク サーバーを使用してリモート 

サーバーを置き換えてください。 

セキュリティ sp_dropalias 別名をユーザー アカウントとデータ

ベース ロールの組み合わせで置き換

えてください。sp_dropalias は、アッ

プグレードされたデータベースで別

名を削除するときに使用します。 

セキュリティ SQL Server 2000 より前のログインの値を

表す PWDCOMPARE のバージョン パラ

メーター 

なし 

T-SQL RAISERROR integer 'string' という形式の 

RAISERROR 

現在の RAISERROR (...) 構文を使用し

てステートメントを記述し直してく

ださい。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh212961(v=sql.110).aspx


282 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

カテゴリ 廃止された機能 新しい機能 

T-SQL 構文 COMPUTE および COMPUTE BY ROLLUP を使用してください。 

T-SQL 構文 *= および =* の使用 ANSI 結合構文を使用してください。

詳細については、「FROM (Transact-

SQL)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms177634(v=sql.110).aspx) 

を参照してください 

XEvent databases_data_file_size_changed 

databases_log_file_size_changed 

eventdatabases_log_file_used_size_changed 

locks_lock_timeouts_greater_than_0 

locks_lock_timeouts 

database_file_size_change 

database_file_size_change 

database_file_size_change 

lock_timeout_greater_than_0 

lock_timeout 

XEvent resource_monitor_ring_buffer_record から

削除された single_pages_kb and 

multiple_pages_kb フィールド 

(追加されたフィールド: target_kb、

pages_kb) 

 

XEvent memory_node_oom_ring_buffer_recorded 

から削除された single_pages_kb and 

multiple_pages_kb フィールド 

(追加されたフィールド: target_kb、

pages_kb) 

 

 

SQL Server 2008 R2 と SQL Server 2012 で廃止された機能の詳細については、

SQL Server オンライン ブックで次のトピックを参照してください。 

 SQL Server 2008 R2 で廃止されたデータベース エンジンの機能 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262 (v=sql.105).aspx) 

 SQL Server 2012 で廃止されたデータベース エンジンの機能 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.110).aspx 

重大な変更 

Microsoft ではアップグレードによる影響を最小限に抑えるべく取り組んできました

が、SQL Server 2012 にはアップグレードの失敗につながる重大な変更点がいくつか

存在します。 

T-SQL 

SQL Server 2012 では T-SQL にいくつか重大な変更が加わっています。もっとも、 

そのすべてがアップグレード後のデータベースに影響を及ぼすわけではありません。

アップグレードしたデータベースで互換性レベル 110 を使用する場合にのみ、シス

テムに影響するものがあります。表 3 では、データベースの全互換性レベルに影響

する T-SQL の重大な変更点について説明しています。表 4 には、T-SQL の重大な変

更点のうち、アップグレードされたデータベースの互換性モードが 110 の場合に影

響を及ぼすものを示します。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms177634(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms177634(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262%20(v=sql.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.110).aspx
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表 3: データベースの互換性レベルを問わず影響を及ぼす T-SQL の重大な変更 

機能 説明 

NEXT という名前の列ま

たはテーブルから選択

している 

シーケンスでは、ANSI 標準の NEXT VALUE FOR 関数が使用されま

す。テーブルまたは列の名前が NEXT で、テーブルまたは列の別名と

して VALUE が指定されており、ANSI 標準の AS が省略されている場

合、作成されたステートメントによってエラーが発生する可能性があ

ります。この問題を回避するには、ANSI 標準の AS キーワードを含め

ます。たとえば、SELECT NEXT VALUE FROM Table というステートメ

ントは SELECT NEXT AS VALUE FROM Table に、SELECT Col1 FROM 

NEXT VALUE というステートメントは SELECT Col1 FROM NEXT AS 

VALUE に書き換えてください。 

WITHIN 予約キーワード WITHIN は予約キーワードになりました。”within” という名前のオブ

ジェクトまたは列への参照は失敗します。オブジェクトまたは列の名

前を変更するか、角かっこや引用符を使用して名前を区切ってくださ

い。たとえば、SELECT * FROM [Within] という形で区切ります。 

ALTER TABLE ALTER TABLE ステートメントでは、2 部構成 (schema.object) のテーブ

ル名だけを使用できます。現在、次の形式を使用してテーブル名を指

定すると、コンパイル時にエラー 117 で失敗します。 

 server.database.schema.table 

 .database.schema.table 

 ..schema.table 

以前のバージョンでは、server.database.schema.table 形式を指定する

と、エラー 4902 が返されていました。.database.schema.table また

は ..schema.table という形式を指定した場合は、成功しました。 

問題を解決するには、4 部構成のプレフィックスの使用を削除してく

ださい。 

失敗したデータ操作言

語 (DML) ステートメン

トの行数メッセージ 

SQL Server 2012 では、DML ステートメントが失敗すると、常にデー

タベース エンジンからクライアントに RowCount: 0 の TDS DONE 

トークンが送信されます。以前のバージョンの SQL Server では、 

TRY-CATCH ブロックに失敗する DML ステートメントが含まれてお

り、それがデータベース エンジンによって自動パラメーター化される

か、TRY-CATCH ブロックが失敗したステートメントと同じレベルにな

い場合は、-1 という間違った値がクライアントに送信されます。たと

えば、TRY-CATCH ブロックがストアド プロシージャを呼び出し、そ

のプロシージャ内の DML ステートメントが失敗した場合、クライア

ントは -1 という間違った値を受け取ります。 

この不適切な動作に依存するアプリケーションは失敗します。 

sys.fn_get_audit_file 関数 ユーザー定義の監査イベントをサポートするために、2 つの列 

(user_defined_event_id と user_defined_information) が追加されまし

た。名前で列を選択しないアプリケーションは、予想よりも多くの列

を返す場合があります。名前で列を選択するか、これらの追加列を受

け入れるようにアプリケーションを調整してください。 

メタデータの参照 FOR BROWSE または SET NO_BROWSETABLE ON を使用してビューを

クエリすると、基になるオブジェクトのメタデータではなく、ビュー

のメタデータが返されるようになりました。この動作は現在、他のメ

タデータ参照方法と一致します。 



284 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

機能 説明 

sp_setapprole と 

sp_unsetapprole 

sp_setapprole の Cookie の OUTPUT パラメーターは現在、

varbinary(8000) としてドキュメントに記載されています。これは適切な

最大長ですが、現在の実装からは varbinary(50) が返されます。将来のリ

リースで Cookie の戻り値のサイズが増えた場合にもアプリケーション

が正常に動作するように、アプリケーションでは varbinary(8000) を継

続して予約しておく必要があります。詳細については、

「sp_setapprole (Transact-SQL)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms188908(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

EXECUTE AS EXECUTE AS の Cookie の OUTPUT パラメーターは現在、

varbinary(8000) としてドキュメントに記載されています。これは適切

な最大長ですが、現在の実装からは varbinary(100) が返されます。将

来のリリースで Cookie の戻り値のサイズが増えた場合にもアプリ

ケーションが正常に動作するように、アプリケーションでは 

varbinary(8000) を継続して予約しておく必要があります。詳細につい

ては、「EXECUTE AS (Transact-SQL)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms181362(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

表 4: データベースの互換性レベルが 110 の場合に影響を及ぼす T-SQL の重大な変更 

機能 説明 

PIVOT 演算子 PIVOT 演算子は、データベースの互換性レベルが 110 に設定されてい

ると再帰共通テーブル式 (CTE) のクエリで使用できません。クエリを

記述し直すか、互換性レベルを 100 以下に変更してください。再帰 

CTE クエリで PIVOT を使用すると、グループごとに複数の行がある場

合に、誤った結果が返されます。 

time 型または 

datetime2 型の計算列に

対する CAST 操作およ

び CONVERT 操作 

以前のバージョンの SQL Server では、time および datetime2 データ

型に対する CAST および CONVERT 操作の既定のスタイルは、いずれ

かの型が計算列の式で使用されている場合を除き、121 です。計算列

の場合、既定のスタイルは 0 です。この動作は、計算列が作成される

とき、自動パラメーター化を含むクエリで使用されるとき、または制

約の定義で使用されるときに、計算列に影響を与えます。 

互換性レベル 110 では、time と datetime2 データ型に対する CAST お

よび CONVERT 操作の既定のスタイルは常に 121 です。クエリが古い

動作に依存する場合は、使用する互換性レベルを 110 未満にするか、

影響を受けるクエリで 0 スタイルを明示的に指定してください。 

データベースを互換性レベル 110 にアップグレードしても、ディスク

に格納されているユーザー データは変更されません。このようなデー

タは手動で適切に修正する必要があります。たとえば、SELECT INTO 

を使用して、前に説明した計算列の式を含むソースからテーブルを作

成した場合は、計算列の定義自体ではなく、(スタイル 0 を使用する) 

データが格納されます。このようなデータは、手動で更新してスタイ

ル 121 に一致させる必要があります。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms188908(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms181362(v=sql.110).aspx
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機能 説明 

SOUNDEX データベース互換性レベル 110 では、SOUNDEX 関数は新しいルール

を実装します。このため、この関数により計算される値が、110 未満

の互換性レベルで計算された値と異なる結果になる場合があります。

互換性レベル 110 へのアップグレード後に、SOUNDEX 関数を使用す

るインデックス、ヒープ、または CHECK 制約の再構築が必要になる

場合があります。 

DMV 

SQL Server 2012 では、いくつかの DMV が更新されています。表 5 に、準備をして

いないとアップグレード時に問題が発生するおそれのある変更点を示します。 

表 5: DMV の重大な変更 

機能 説明 

sys.dm_os_memory_cache_counters 以下の列の名前が変更されました。 

以前の列名 新しい列名 

single_pages_kb pages_kb 

multi_pages_kb pages_in_use_kb 
 

sys.dm_os_memory_cache_counters 以下の列の名前が変更されました。 

以前の列名 新しい列名 

single_pages_kb pages_kb 

multi_pages_kb pages_in_use_kb 
 

sys.dm_os_memory_cache_entries 以下の列の名前が変更されました。 

以前の列名 新しい列名 

pages_allocated_count pages_kb 
 

sys.dm_os_memory_clerks 列 multi_pages_in_use_kb が削除されました。以下の列の名前

が変更されました。 

以前の列名 新しい列名 

single_pages_kb pages_kb 
 

sys.dm_os_memory_nodes 以下の列の名前が変更されました。 

以前の列名 新しい列名 

single_pages_kb pages_kb 

multi_pages_kb foreign_committed_kb 
 

sys.dm_os_memory_objects 以下の列の名前が変更されました。 

以前の列名 新しい列名 

pages_allocated_count pages_in_bytes 

max_pages_allocated_count max_pages_in_bytes 
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sys.dm_os_sys_info 以下の列の名前が変更されました。 

以前の列名 新しい列名 

physical_memory_in_bytes physical_memory_kb 

bpool_commit_target committed_target_kb 

bpool_visible visible_target_kb 

virtual_memory_in_bytes virtual_memory_kb 

bpool_committed committed_kb 
 

sys.dm_os_workers ロケール列は削除されました。 

カタログ ビュー 

SQL Server 2012 では、いくつかのカタログ ビューが更新されています。表 6 に、準

備をしていないとアップグレード時に問題が発生するおそれのある変更点を示しま

す。 

表 6: カタログ ビューの重大な変更 

ビュー 説明 

sys.data_spaces 新しい列 (is_system) が追加されました。この列では、値 1 は、そのオ

ブジェクトがフルテキスト インデックス フラグメントに使用されるこ

とを示します。 

sys.partition_functions 新しい列 (is_system) が追加されました。この列では、値 1 は、そのオ

ブジェクトがフルテキスト インデックス フラグメントに使用されるこ

とを示します。新しい列は、最後の列ではありません。これらのカタ

ログ ビューから返される列の順序に依存する既存のクエリを修正して

ください。 

sys.partition_schemes 新しい列は、最後の列ではありません。これらのカタログ ビューから

返される列の順序に依存する既存のクエリを修正してください。 

sys.filegroups 新しい列は、最後の列ではありません。これらのカタログ ビューから

返される列の順序に依存する既存のクエリを修正してください。 

SQL CLR データ型 (Geometry、Geography、HierarchyId) 

空間データ型と HierarchyId 型が含まれる Microsoft.SqlServer.Types.dll アセンブリ

は、Version 10.0 から Version 11.0 にアップグレードされました。このアセンブリを

参照するカスタム アプリケーションでは、エラーが発生する可能性があります。詳

細については、「SQL Server 2012 におけるデータベース エンジン機能の重大な変

更」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.110).aspx) を参照して

ください。 

AWE のサポート 

32 ビット Address Windowing Extensions (AWE) のサポートは廃止されました。これ

により、32 ビット オペレーティング システム上でのパフォーマンスが低下する可能

性があります。大量のメモリを使用するインストールについては、64 ビット オペ

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.110).aspx
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レーティング システムに移行してください。 

システム プロシージャへの分散クエリ呼び出し 

OPENQUERY を通じた一部のシステム プロシージャへの分散クエリ呼び出しは、

サーバーをまたぐ呼び出しである場合に失敗します。次に例を示します。 

SELECT * FROM OPENQUERY(..., 'EXEC xp_loginfo') 

これは、データベース エンジンがプロシージャのメタデータを検出できない場合に

発生します。 

追加情報 

SQL Server 2008 R2 と SQL Server 2012 の重大な変更の詳細については、SQL Server 

オンライン ブックで次のトピックを参照してください。 

 SQL Server 2008 R2 におけるデータベース エンジン機能の重大な変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.105).aspx) 

 SQL Server 2012 におけるデータベース エンジン機能の重大な変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.110).aspx) 

動作の変更 

SQL Server 2012 では、ストアド プロシージャ、クエリ、スクリプトで使用される可

能性のあるさまざまな機能の動作が変更されています。これらの変更が原因で SQL 

Server 2012 へのアップグレードが妨げられることはおそらくありませんが、クエリ

を多用するシステムでは、アップグレード後の動作に影響が出る可能性があります。

ここで取り上げた変更についてコードを調べ、アップグレード後も正しく動作するこ

とを確認してください。 

メタデータの検出 

SQL Server 2012 以降のデータベース エンジンの機能強化により、SQLDescribeCol 

では、SQL Server の以前のバージョンで SQLDescribeCol によって返されていた結果

の記述よりも、期待される結果についてさらに正確な記述を取得できるようになりま

した。詳細については、「メタデータの検出」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ff878240.aspx) を参照してください。 

クエリを実際に実行しなくても応答の形式を設定できる SET FMTONLY オプション

は、sp_describe_first_result_set、sp_describe_undeclared_parameters、

sys.dm_exec_describe_first_result_set、sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object 

で置き換えられています。詳細については、以下を参照してください。 

 sp_describe_first_result_set (Transact-SQL)  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff878602(v=sql.110).aspx) 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff878240.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff878602(v=sql.110).aspx
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 sp_describe_undeclared_parameters (Transact-SQL)  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff878260(v=sql.110).aspx) 

 sys.dm_exec_describe_first_result_set (Transact-SQL)  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff878258(v=sql.110).aspx) 

 sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object (Transact-SQL)  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff878236(v=sql.110).aspx) 

LOG 関数の省略可能なパラメーターの追加 

LOG 関数に、省略可能な base パラメーターが追加されました。詳細については、LOG 

(Transact-SQL) (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190319(v=sql.110).aspx) を参

照してください。 

データベースの互換性 

動作の変更にすぐに対応できない場合は、データベースの互換性レベルを変更するこ

とで、選択したレベルに応じて特定の機能を制限または許可できます。 

データベースの互換性レベルが 90 以上であれば、SQL Server 2012 へのアップグ

レード プロセスの間、データベースで既存の互換性レベルが維持されます。互換性

レベルが 90 未満であれば、自動で 90 に設定されます。 

互換性レベルと、それに対応する SQL Server のバージョンを次に示します。 

 65 = SQL Server 6.5 

 70 = SQL Server 7.0 

 80 = SQL Server 2000 

 90 = SQL Server 2005 

 100 = SQL Server 2008 と SQL Server 2008 R2 

 110 = SQL Server 2012 

互換性レベル 65、70、80 は非推奨となっており、今後の SQL Server のリリースで

は削除される予定です。SQL Server Management Studio (SSMS) と SQL Server 

Management Objects (SMO) では互換性レベル 80 がサポートされていないため、こ

の互換性レベルが使用されているデータベースに対してこれらを使用すると、エラー

が発生するおそれがあります。 

データベースの互換性レベルを確認するには、SSMS のデータベースを右クリックし

て [プロパティ]、[オプション] の順にクリックするか、次のステートメントを実行し

ます。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff878260(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff878258(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff878236(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190319(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190319(v=sql.110).aspx
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SELECT name, compatibility_level FROM sys.databases 

 

DBA と開発者が SQL Server 2012 の新機能を使用できるかどうかや、従来の動作を保

持できるかどうかは、データベースの互換性レベルによって決まります。SQL Server 

の新しいリリースで使用できる機能をすべて使用したい場合は、データベースの互換

性レベルを 110 に変更する前に、アップグレードに関する問題を解決する必要があ

ります。 

データベースの互換性レベルを変更するには、SSMS でデータベースを右クリック

し、[プロパティ]、[オプション] の順にクリックします。[互換性レベル] ボックスの

一覧で、目的の互換性レベルを選択します。このほか、以下のように ALTER 

DATABASE コマンドを実行して互換性レベルを変更する方法もあります。 

ALTER DATABASE <データベース名> SET COMPATIBILITY_LEVEL = 110 

注: モデル データベースの互換性レベルを変更して、既定以外の互換性レベルを

使用する新しいデータベースを作成することができます。SQL Server 2012 を新し

くインストールした場合、既定の互換性レベルは 110 です。 

互換性レベルの変更の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「ALTER DATABASE 互換性レベル (Transact-SQL)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb510680(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

システム テーブル 

SQL Server 2012 ではシステム テーブルに変更が加えられています。このため、スト

アド プロシージャ、アドホック クエリ、管理スクリプトを調べて、変更がコードに

影響を及ぼすかどうかを確認する必要があります。表 7 に、主な変更点を示しま

す。 

表 7: システム テーブルの変更 

システム テーブル 変更内容 

sysdercv @inseskey 列は varbinary(56) から varbinary(4096) に、

@outseskey 列は varbinary(56) から varbinary(4096) に変更されま

した。 

syscerts @pkey の列は、varbinary(2000) から varbinary(2500) に変更されま

した。 

sysrowsets 列 dbfragid は、テーブルから削除されました。 

sysrowsets テーブルに列 scope_id が追加されました。 

sysrscols 列 dbfragid は、テーブルから削除されました。 

sysallocunits 列 dbfragid は、テーブルから削除されました。 

sysowners テーブルに列 deflanguage が追加されました。 

sysschobjs テーブルに列 status2 が追加されました。 

sysiscols テーブルに列 tinyprop3 が追加されました。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510680(v=sql.110).aspx
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システム テーブル 変更内容 

sysxmitqueue テーブルに列 msgref が追加されました。 

 

システム ストアド プロシージャ 

SQL Server 2012 では、システム ストアド プロシージャに変更が加えられていま

す。ストアド プロシージャ、アドホック クエリ、管理スクリプトを調べて、表 8 に

示す変更がコードに影響を及ぼすかどうかを確認してください。 

表 8: システム ストアド プロシージャの変更点 

システム ストアド  

プロシージャ 

変更内容 

sp_setapprole @cookie パラメーターは、varbinary(50) から varbinary(800) に変

更されました。 

sp_unsetapprole システム ストアド プロシージャは、objid 列と indid 列に対し、そ

れぞれオブジェクト ID とインデックス ID の代わりに値 0 を返しま

す。 

sp_readerrorlog @p3 パラメーターは varchar(255) から nvarchar(4000) に、@p4 

パラメーターは varchar(255) から nvarchar(4000) に変更されまし

た。 

sp_flush_commit_table @rowcount パラメーターと @date_cleanedup パラメーターが追

加されました。 

sp_addmergelogsettings @agent_xe、@agent_xe_ring_buffer、@sql_xe の 3 つのパラメー

ターが追加されました。 

sp_changemergelogsettings @agent_xe、@agent_xe_ring_buffer、@sql_xe の 3 つのパラメー

ターが追加されました。 

sp_dboption このシステム ストアド プロシージャは削除されました。 

sp_dropalias このシステム ストアド プロシージャは削除されました。 

sp_processmail このシステム ストアド プロシージャは削除されました。 

sp_ActiveDirectory_SCP このシステム ストアド プロシージャは削除されました。 

sp_ActiveDirectory_Obj このシステム ストアド プロシージャは削除されました。 

 

関数 

SQL Server 2012 では、組み込み関数の動作が変更されています。コードが表 9 に示

す変更を考慮したものになっていることを確認してください。 

表 9: 組み込み関数の動作の変更点 

関数 変更内容 

fn_translate_permissions perms という 2 番目のパラメーターのデータ型は、bigint から 

varbinary(16) に変更されました。 
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予約済みキーワード 

データベースをアップグレードし、その互換性レベルを変更するときに発生するおそ

れのある問題の 1 つに、予約済みのキーワードがあります。SQL Server では、デー

タベースの定義、操作、アクセスに予約済みキーワードが使用されます。予約済み

キーワードは T-SQL 言語の文法の一部です。SQL Server ではこの予約済みキーワー

ドによって T-SQL ステートメントとバッチが解析され、解釈されます。 

データベースまたはデータベース オブジェクト (テーブル、列、ビューなど) の識別

子や名前には T-SQL の予約済みキーワードを使用できますが、引用符で囲まれた識

別子か、区切られた識別子を使用する必要があります。変数やストアド プロシー

ジャ パラメーターの名前として予約済みキーワードを使用する場合は、制限はあり

ません。 

SQL Server 2012 Upgrade Advisor では、新しい予約済みキーワードを使用するスト

アド プロシージャにフラグが付きます。ただし、アプリケーション コードなどの外

部ソースに埋め込まれている T-SQL コードは手動で確認する必要があります。SQL 

Server 2012 で導入された予約済みキーワードは次のとおりです。 

 SEMANTICKEYPHRASETABLE 

 SEMANTICSIMILARITYDETAILSTABLE 

 SEMANTICSIMILARITYTABLE 

 TRY_CONVERT 

 WITHIN GROUP 

表 10 に、SQL Server 2012 の予約済みキーワードをすべて示します。 

表 10: SQL Server 2012 の予約済みキーワード 

ADD EXTERNAL PROCEDURE 

ALL FETCH PUBLIC 

ALTER FILE RAISERROR 

AND FILLFACTOR READ 

ANY FOR READTEXT 

AS FOREIGN RECONFIGURE 

ASC FREETEXT REFERENCES 

AUTHORIZATION FREETEXTTABLE REPLICATION 

BACKUP FROM RESTORE 

BEGIN FULL RESTRICT 

BETWEEN FUNCTION RETURN 

BREAK GOTO REVERT 

BROWSE GRANT REVOKE 

BULK GROUP RIGHT 
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BY HAVING ROLLBACK 

CASCADE HOLDLOCK ROWCOUNT 

CASE IDENTITY ROWGUIDCOL 

CHECK IDENTITY_INSERT RULE 

CHECKPOINT IDENTITYCOL SAVE 

CLOSE IF SCHEMA 

CLUSTERED IN SECURITYAUDIT 

COALESCE INDEX SELECT 

COLLATE INNER SEMANTICKEYPHRASETABLE 

COLUMN INSERT SEMANTICSIMILARITYDETAILSTABLE 

COMMIT INTERSECT SEMANTICSIMILARITYTABLE 

COMPUTE INTO SESSION_USER 

CONSTRAINT IS SET 

CONTAINS JOIN SETUSER 

CONTAINSTABLE KEY SHUTDOWN 

CONTINUE KILL SOME 

CONVERT LEFT STATISTICS 

CREATE LIKE SYSTEM_USER 

CROSS LINENO TABLE 

CURRENT LOAD TABLESAMPLE 

CURRENT_DATE MERGE TEXTSIZE 

CURRENT_TIME NATIONAL THEN 

CURRENT_TIMESTAMP NOCHECK TO 

CURRENT_USER NONCLUSTERED TOP 

CURSOR NOT TRAN 

DATABASE NULL TRANSACTION 

DBCC NULLIF TRIGGER 

DEALLOCATE OF TRUNCATE 

DECLARE OFF TRY_CONVERT 

DEFAULT OFFSETS TSEQUAL 

DELETE ON UNION 

DENY OPEN UNIQUE 

DESC OPENDATASOURCE UNPIVOT 

DISK OPENQUERY UPDATE 

DISTINCT OPENROWSET UPDATETEXT 

DISTRIBUTED OPENXML USE 

DOUBLE OPTION USER 

DROP OR VALUES 

DUMP ORDER VARYING 

ELSE OUTER VIEW 

END OVER WAITFOR 

ERRLVL PERCENT WHEN 

ESCAPE PIVOT WHERE 

EXCEPT PLAN WHILE 

EXEC PRECISION WITH 
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EXECUTE PRIMARY WITHIN GROUP 

EXISTS PRINT WRITETEXT 

EXIT PROC  

これに加えて、ISO 標準では一連の予約済みキーワードが定義されています。オブ

ジェクト名と識別子には、ISO の予約済みキーワードを使用しないでください。次の

表にある ISO の予約済みキーワードの一覧は、次のセクションで説明する ODBC の

予約済みキーワードの一覧と同じです。 

注: ISO 標準の予約済みキーワードの一覧は、SQL Server よりも制限が厳しい場合

もあれば、制限が緩やかな場合もあります。たとえば、ISO の予約済みキーワー

ドの一覧には INT がありますが、SQL Server ではこれを予約済みキーワードとし

て区別していません。 

ODBC の予約済みキーワード 

ODBC には ODBC 関数の呼び出し用に予約されているキーワードがあります。この

文字列によって SQL の文法が制限されることは一切ありませんが、主要な SQL 文法

をサポートするドライバーとの互換性を維持するために、アプリケーションではこの

キーワードを使用しないでください。表 11 は、SQL Server 2012 ODBC の予約済み

キーワードの一覧です。 

表 11: ODBC の予約済みキーワード 

ABSOLUTE EXEC OVERLAPS 

ACTION EXECUTE PAD 

ADA EXISTS PARTIAL 

ADD EXTERNAL PASCAL 

ALL EXTRACT POSITION 

ALLOCATE FALSE PRECISION 

ALTER FETCH PREPARE 

AND FIRST PRESERVE 

ANY FLOAT PRIMARY 

ARE FOR PRIOR 

AS FOREIGN PRIVILEGES 

ASC FORTRAN PROCEDURE 

ASSERTION FOUND PUBLIC 

AT FROM READ 

AUTHORIZATION FULL REAL 

AVG GET REFERENCES 

BEGIN GLOBAL RELATIVE 

BETWEEN GO RESTRICT 

BIT GOTO REVOKE 

BIT_LENGTH GRANT RIGHT 

BOTH GROUP ROLLBACK 
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BY HAVING ROWS 

CASCADE HOUR SCHEMA 

CASCADED IDENTITY SCROLL 

CASE IMMEDIATE SECOND 

CAST IN SECTION 

CATALOG INCLUDE SELECT 

CHAR INDEX SESSION 

CHAR_LENGTH INDICATOR SESSION_USER 

CHARACTER INITIALLY SET 

CHARACTER_LENGTH INNER SIZE 

CHECK INPUT SMALLINT 

CLOSE INSENSITIVE SOME 

COALESCE INSERT SPACE 

COLLATE INT SQL 

COLLATION INTEGER SQLCA 

COLUMN INTERSECT SQLCODE 

COMMIT INTERVAL SQLERROR 

CONNECT INTO SQLSTATE 

CONNECTION IS SQLWARNING 

CONSTRAINT ISOLATION SUBSTRING 

CONSTRAINTS JOIN SUM 

CONTINUE KEY SYSTEM_USER 

CONVERT LANGUAGE TABLE 

CORRESPONDING LAST TEMPORARY 

COUNT LEADING THEN 

CREATE LEFT TIME 

CROSS LEVEL TIMESTAMP 

CURRENT LIKE TIMEZONE_HOUR 

CURRENT_DATE LOCAL TIMEZONE_MINUTE 

CURRENT_TIME LOWER TO 

CURRENT_TIMESTAMP MATCH TRAILING 

CURRENT_USER MAX TRANSACTION 

CURSOR MIN TRANSLATE 

DATE MINUTE TRANSLATION 

DATE MINUTE TRANSLATION 

DAY MODULE TRIM 

DEALLOCATE MONTH TRUE 

DEC NAMES UNION 

DECIMAL NATIONAL UNIQUE 

DECLARE NATURAL UNKNOWN 

DEFAULT NCHAR UPDATE 

DEFERRABLE NEXT UPPER 

DEFERRED NO USAGE 

DELETE NONE USER 
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DESC NOT USING 

DESCRIBE NULL VALUE 

DESCRIPTOR NULLIF VALUES 

DIAGNOSTICS NUMERIC VARCHAR 

DISCONNECT OCTET_LENGTH VARYING 

DISTINCT OF VIEW 

DOMAIN ON WHEN 

DOUBLE ONLY WHENEVER 

DROP OPEN WHERE 

ELSE OPTION WITH 

END OR WORK 

END-EXEC ORDER WRITE 

ESCAPE OUTER YEAR 

EXCEPT OUTPUT ZONE 

EXCEPTION   

今後の予約済みキーワード 

Microsoft は、今後の SQL Server のリリースで新しい機能が実装されたときに予約

済みとなる可能性のあるキーワードを公表しています。これらの語はできるだけ識

別子として使用しないでください。DBA や開発者は、ストアド プロシージャ、クエ

リ、スクリプトでこうした新しいキーワードをどのように使用するかを決められる

場合は、キーワードを変更するか、キーワードを引用符か角かっこで囲む必要があ

ります。表 12 は、今後の SQL Server リリースで予約される可能性のあるキーワー

ドの一覧です。 

表 12: 今後の予約済みキーワード 

ABSOLUTE FREE PRESERVE 

ACTION FULLTEXTTABLE PRIOR 

ADMIN GENERAL PRIVILEGES 

AFTER GET READS 

AGGREGATE GLOBAL REAL 

ALIAS GO RECURSIVE 

ALLOCATE GROUPING REF 

ARE HOST REFERENCING 

ARRAY HOUR RELATIVE 

ASSERTION IGNORE RESULT 

AT IMMEDIATE RETURNS 

BEFORE INDICATOR ROLE 

BINARY INITIALIZE ROLLUP 

BIT INITIALLY ROUTINE 

BLOB INOUT ROW 

BOOLEAN INPUT ROWS 
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BOTH INT SAVEPOINT 

BREADTH INTEGER SCROLL 

CALL INTERVAL SCOPE 

CASCADED ISOLATION SEARCH 

CAST ITERATE SECOND 

CATALOG LANGUAGE SECTION 

CHAR LARGE SEQUENCE 

CHARACTER LAST SESSION 

CLASS LATERAL SETS 

CLOB LEADING SIZE 

COLLATION LESS SMALLINT 

COMPLETION LEVEL SPACE 

CONNECT LIMIT SPECIFIC 

CONNECTION LOCAL SPECIFICTYPE 

CONSTRAINTS LOCALTIME SQL 

CONSTRUCTOR LOCALTIMESTAMP SQLEXCEPTION 

CORRESPONDING LOCATOR SQLSTATE 

CUBE MAP SQLWARNING 

CURRENT_PATH MATCH START 

CURRENT_ROLE MINUTE STATE 

CYCLE MODIFIES STATEMENT 

DATA MODIFY STATIC 

DATE MODULE STRUCTURE 

DAY MONTH TEMPORARY 

DEC NAMES TERMINATE 

DECIMAL NATURAL THAN 

DEFERRABLE NCHAR TIME 

DEFERRED NCLOB TIMESTAMP 

DEPTH NEW TIMEZONE_HOUR 

DEREF NEXT TIMEZONE_MINUTE 

DESCRIBE NO TRAILING 

DESCRIPTOR NONE TRANSLATION 

DESTROY NUMERIC TREAT 

DESTRUCTOR OBJECT TRUE 

DETERMINISTIC OLD UNDER 

DICTIONARY ONLY UNKNOWN 

DIAGNOSTICS OPERATION UNNEST 

DISCONNECT ORDINALITY USAGE 

DOMAIN OUT USING 

DYNAMIC OUTPUT VALUE 

EACH PAD VARCHAR 

END-EXEC PARAMETER VARIABLE 

EQUALS PARAMETERS WHENEVER 

EVERY PARTIAL WITHOUT 
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EXCEPTION PATH WORK 

FALSE POSTFIX WRITE 

FIRST PREFIX YEAR 

FLOAT PREORDER ZONE 

FOUND PREPARE  

 

最新の予約済みキーワードの一覧については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「予約済みキーワード (Transact-SQL)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms189822(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

追加情報 

SQL Server 2008 R2 と SQL Server 2012 の動作変更の詳細については、SQL Server オ

ンライン ブックで次のトピックを参照してください。 

 SQL Server 2008 R2 におけるデータベース エンジン機能の動作の変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.105).aspx) 

 SQL Server 2012 におけるデータベース エンジン機能の動作の変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx) 

アップグレード ツール 

SQL Server 2012 へのアップグレードに先立って発生し得る問題を特定するために、

SQL Server 2012 Upgrade Advisor と Best Practices Analyzer (BPA) という 2 つのツー

ルを利用できます。この 2 つのアップグレード ツールの詳細については、「第 1 章 

アップグレードの計画と配置」を参照してください。 

SQL Server 2012 Upgrade Advisor 

最も有用なアップグレード ツールは、おそらく SQL Server 2012 Upgrade Advisor で

す。これは、Upgrade Assistant for SQL Server 2012 (UAFS) に組み込まれているツー

ルです。Upgrade Assistant は、SQL Server 2005、2008、2008 R2 で実行されている

アプリケーションが SQL Server 2012 ではどのように動作するかをテスト環境で確認

できる外部ツールです。このツールを使用すると、アップグレードに支障をきたす問

題をはじめ、多数の既知の問題をアップグレード プロセスの前または最中に特定し

て対処できます。アップグレードの前には、T-SQL のデータベースのコードや外部ス

クリプトも含め、SQL Server 2005、SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2 インスタ

ンスに対してこのツールを必ず実行してください。 

詳細とダウンロードの手順については、Scalability Experts の「Tools Downloads」

ページの Upgrade Assistant for SQL Server 2012 (UAFS) 

(http://www.scalabilityexperts.com/tools/downloads.html) を参照してください。この

便利なツールの詳細は、「アップグレード アドバイザーを使用したアップグレード

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms189822(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx
http://www.scalabilityexperts.com/tools/downloads.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx
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の準備」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx) でも参

照できます。 

SQL Server 2012 Best Practices Analyzer 

SQL Server 2012 Best Practice Analyzer (BPA) は、T-SQL のデータベース コードと T-

SQL スクリプトに存在する、ベスト プラクティスに沿っていない点を発見するのに

役立ちます。変更が必要な箇所を発見できる可能性があるため、アップグレードの前

に T-SQL コードに対して BPA を必ず実行してください。アップグレード プロセス

は、これらの変更を実装するために欠かせない機会でもあります。このツールにはさ

まざまなバージョンがあるため、SQL Server 2012 向けに設計されているものを入手

する必要があります。SQL Server 2012 BPA は、Microsoft ダウンロード センターか

らダウンロードできます (http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=29302)。 

64 ビットに関する注意点 

T-SQL クエリは、SQL Server 2012 の 32 ビット版と 64 ビット版との間で完全な互換

性が確保されています。 

既知の問題とその回避方法 

ここでは、SQL Server 2005/2008/2008 R2 から SQL Server 2012 とそのソリューショ

ンにアップグレードする際に、T-SQL に絡んで発生することが判明している問題のう

ち、主なものをいくつか取り上げます。ここで説明する問題はアップグレードの準備

の一環として確認し、アップグレード前に実装で解決しておく必要があります。 

AUTO_UPDATE_STATISTICS 

データベースの統計情報がアップグレードの一環として更新され、クエリで最適なク

エリ プランが取得されるようにするには、データベースを SQL Server 2012 にアッ

プグレードする前に、AUTO_UPDATE_STATISTICS の構成オプションをオンに設定し

ます。AUTO_UPDATE_STATISTICS をオンに設定すると、統計情報が初めて参照され

た時点で、SQL Server によってすべての統計情報が更新されます。その結果、最適

なクエリ プランを作成するために最新の情報を利用できます。 

次のステートメントを使用すると、AUTO_UPDATE_STATISTICS を有効にすることが

できます。スクリプト:  

ALTER DATABASE <データベース名> SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON 

この後に sp_updatestats ストアド プロシージャまたは UPDATE STATISTICS コマンド

を実行して統計情報を更新すると、パフォーマンスを即座に最適化できます。詳細に

ついては、以下を参照してください。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29302
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 sp_updatestats (Transact-SQL)  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms173804(v=sql.110).aspx) 

 UPDATE STATISTICS (Transact-SQL)  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms187348(v=sql.110).aspx) 

クエリ ヒント 

テーブル ヒント FIRSTFASTROW は SQL Server 2012 で廃止されました。ストアド プ

ロシージャ、アドホック クエリ、管理スクリプトで、このクエリ ヒントを OPTION 

(FAST 1) に置き換える必要があります。 

SQL Server 2012 では、クエリの FROM 句でテーブル ヒントを使用する場合に WITH 

キーワードが必要です (一部例外あり)。ストアド プロシージャ、アドホック クエ

リ、管理スクリプトでテーブル ヒントを使用しているかどうかを確認し、テーブル 

ヒントが使用されている場合は、WITH キーワードを使用する形に構文を変更する必

要があります。WITH キーワードが不要なヒントについては、SQL Server 2012 オン

ライン ブックの「テーブル ヒント (Transact-SQL)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms187373(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

旧式の外部結合演算子 

SQL Server 2012 では、以前の外部結合演算子 (*= および =*) が使用できません。こ

の機能は廃止されました。ANSI 準拠の結合構文を使用するようにクエリやプロシー

ジャを記述し直す必要があります。詳細については、SQL Server 2012 オンライン 

ブックで「FROM (Transact-SQL)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms177634(v=sql.110).aspx) を参照してください 

セミコロンで終了しない T-SQL ステートメント 

SQL Server 2012 では T-SQL ステートメントの最後にセミコロン (;) を入力する必要

はありませんが、今後のリリースではセミコロンが必要になる予定です。このため、

T-SQL ステートメントはいずれも、セミコロンで終了する必要があります。(WITH や 

MERGE の前のステートメントなど) いくつかのステートメントでは、既にセミコロ

ンが必要になっています。 

RAISERROR 

RAISERROR integer 'string' という形式の RAISERROR ステートメントは、SQL Server 

2012 で廃止されました。ストアド プロシージャ、アドホック クエリ、管理スクリプ

トの RAISERROR 構文を確認して、正しい構文に従って書き換える必要があります。

WITH キーワードが不要なヒントについては、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「RAISERROR (Transact-SQL)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms178592(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms173804(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms187348(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms187373(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms177634(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms178592(v=sql.110).aspx
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COMPUTE および COMPUTE BY 

この機能は SQL Server 2012 で廃止されました。ストアド プロシージャ、アドホッ

ク クエリ、管理スクリプトを確認して、代わりに ROLLUP を使用してください。 

詳細については、「GROUP BY (Transact-SQL)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms177673(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

HOLDLOCK 

HOLDLOCK テーブル ヒントを指定する際にかっこを省略することは、SQL Server 

2012 では推奨されません。SQL Server の今後のバージョンでは、このテーブル ヒン

トにもかっこが必要になります。 

sp_dboption 

SQL Server 2012 では、システム ストアド プロシージャ sp_dboption が削除されて

います。スクリプトにこのシステム ストアド プロシージャに対する参照があれば、

ALTER DATABASE を使うように変更してください。 

電子メールの送信 

SQL Server 2012 では、拡張ストアド プロシージャ xp_sendmail による電子メール 

メッセージの送信ができません。この拡張ストアド プロシージャでは、メッセージ

の送信に SQL Mail を使用していました。この機能は SQL Server 2012 で削除された

ため、スクリプトに拡張ストアド プロシージャ xp_sendmail への参照があれば、

データベース メールを使用するように変更してください。詳細については、「デー

タベース メール」(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms189635.aspx) を参照

してください。 

SQL Server 2005、SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2 か

らのアップグレード 

ここでは、SQL Server 2005、SQL Server 2008、または SQL Server 2008 R2 から SQL 

Server 2012 とそのソリューションにアップグレードする際に、T-SQL に絡んで発生

することが判明している問題のうち、主なものをいくつか取り上げます。ここで説明

する問題はアップグレードの準備の一環として確認し、アップグレード前に実装で解

決しておく必要があります。 

インプレース アップグレード 

データベース オブジェクトの T-SQL コードは、直接インプレース アップグレードを

実行しても変更されることはありません。スクリプトに対して必要な変更がある場合

はアップグレード後に適用してください (この章の「アップグレード後の作業」を参

照)。また、ディスクの外部スクリプトは影響を受けません。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms177673(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms189635.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms189635.aspx
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サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイド アップグレードでは、データベースに格納されている T-SQL オ

ブジェクトは新しいサーバーに自動で移されるものの、T-SQL コードは変更されませ

ん。T-SQL オブジェクトを必要に応じて更新するには、直接変更するか、再作成する

必要があります。さらに、T-SQL の外部スクリプトを新しいサーバーに移動するか、

データベース内のそのスクリプトの参照を修正する必要が生じることがあります。 

アップグレード後の作業 

SQL Server 2012 にアップグレードした後は、次のチェック リストを確認して最適な

パフォーマンスを確保してください。 

 DBCC CHECKDB WITH DATA_PURITY を実行して、データベース内に無効な値や

範囲外の値を含む列がないかどうかをチェックします。アップグレードされた

データベースに対して DBCC CHECKDB WITH DATA_PURITY を正常に実行できた

場合は、SQL Server の "データ純度" が自動的に保持されるため、DATA_PURITY 

オプションを再度指定する必要はありません。アップグレード後の作業として

実行する必要がある DBCC CHECKDB チェックは、これだけです。 

 DBCC UPDATEUSAGE を実行してページ数や行数の誤りを修正します。 

 sp_updatestats ストアド プロシージャを使用して統計情報を更新し、統計情

報をすべて最新の状態にします。 

 ストアド プロシージャ、関数など、データベース内の変更された T-SQL オブ

ジェクトを更新します。 

 外部 T-SQL スクリプトを更新します。 

 新しいデータベースに対して一連のテスト スクリプトを実行し、結果を検証

します。 

アップグレード後には、新しい SQL Server 2012 インスタンスの動作が元の SQL Server 

2005、SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2 インスタンスと比較してどのように変化

しているかを確認できます。ロード テスト、ワークロードの再生、パフォーマンス分

析に使用するツールのセットについては、「SQL Server (x86) 用 RMA ユーティリ

ティ」(http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=8161) を参照してください。アップグ

レード後の作業に関するこのほかの情報について、 

「第 3 章 リレーショナル データベース」を参照してください。 

  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=8161
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?DisplayLang=en&id=8161
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結論 

SQL Server 2012 では優れた新機能がいくつも導入されていますが、既存のコードの

アップグレードによる影響を最小限に抑えるために細心の注意が払われています。

T-SQL 機能に対する変更がストアド プロシージャ、アドホック クエリ、管理スクリ

プトに与える影響を把握しておくと、アップグレードの前に必要な修正を実行できま

す。また、アップグレード アドバイザーを使用すれば、SQL Server 2005、SQL 

Server 2008、SQL Server 2008 R2 から SQL Server 2012 にスムーズに移行できます。 

その他のリファレンス 

T-SQL クエリの SQL Server 2012 へのアップグレードに関するその他の最新リファレ

ンスについては、「SQL Server 2012 へのアップグレード」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622.aspx) と次のリンクを参照して

ください。 

 SQL Server 2012 の Web サイト  

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 開発者向け技術情報  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server TechCenter  

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
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第 11 章: 空間データ 

概要 

SQL Server 2012 では空間データが幅広くサポートされています。空間データは SQL 

Server 2008 で初めてサポートされましたが、SQL Server 2012 で導入された新機能と

機能強化で、SQL Server の空間データのサポートは大きな節目を迎えています。新

機能や機能強化については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「空間データ 

(SQL Server)」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933790(v=sql.110).aspx) を

参照してください。 

SQL Server データベース サービスは、リレーショナル データベースにおける空間

データをサポートします。空間データは、SQL Server のすべてのエディションでサ

ポートされます。この章では、SQL Server 2012 へのアップグレード時に知っておく

必要のある、空間データの重大な変更と動作の変更について取り上げます。 

注: 必ず SQL Server 2012 の RC0 リリースか RTM リリースを使用してください。

SQL Server 2012 CTP1 では、SQL Server Management Studio (SSMS) の [空間結

果] タブが更新されておらず、新しい空間データ機能に対応していません。

FullGlobe geography 型や円弧などの機能が、CTP1 バージョンではサポートされ

ません。 

アップグレードのための準備 

SQL Server 2012 にアップグレードするための準備として最初に行うことは、非推奨

となった機能や廃止された機能の調査です。そのうえで、非推奨となった機能や廃止

された機能がこれから行うアップグレードに影響するかどうかを見極めます。また、

アップグレードを妨げる変更 (重大な変更) や、アップグレード後の修正を伴うよう

な機能の動作面の変更 (動作変更) についても調べる必要があります。 

非推奨となった機能、廃止された機能、重大な変更、動作の変更の全一覧について

は、「SQL Server データベース エンジンの旧バージョンとの互換性」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143532(SQL.110).aspx) を参照してくださ

い。 

非推奨機能 

サーバー側には、非推奨となった空間機能はありません。ただし、クライアント側の

コードでは今後、IGeometrySink (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/microsoft.sqlserver.types.igeometrysink.aspx) と IGeographySink 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sqlserver.types.igeographysink.aspx) 

の代わりに、それぞれ IGeometrySink110 (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/microsoft.sqlserver.types.igeometrysink110.aspx) と IGeographySink110 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933790(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933790(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143532(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sqlserver.types.igeometrysink.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sqlserver.types.igeographysink.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sqlserver.types.igeographysink.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sqlserver.types.igeometrysink110.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.sqlserver.types.igeographysink110.aspx
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(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/microsoft.sqlserver.types.igeographysink110.aspx) を使用する必要がありま

す。これは、円弧という新しい空間オブジェクトが SQL Server 2012 に導入されたため

です。 

アップグレード前に「SQL Server 2012 データベース エンジンの非推奨機能」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.110).aspx) を参照し、最新

の変更情報を確認してください。 

廃止された機能 

SQL Server 2012 の空間データ型に関して廃止された機能は、このガイドの執筆時点で

は存在しません。アップグレード前に「SQL Server 2012 で廃止されたデータベース エ

ンジンの機能」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.110).aspx) を参

照し、最新の変更情報を確認してください。 

重大な変更 

アップグレードにあたって、あらかじめ注意しておく必要のある重大な変更がいくつ

かあります。このセクションでは、SQL Server 2012 と SQL Azure における精度の向

上、FullGlobe という新しい型のオブジェクトの導入、Microsoft.SQLServer.Types.dll 

アセンブリのアップグレードなどによって生じた重大な変更について説明します。さ

らに、最新の重大な変更情報について、「SQL Server 2012 におけるデータベース エ

ンジン機能の重大な変更」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143179(v=sql.110).aspx) で確認してください。 

精度の向上 

SQL Server 2012 では、すべての構築と関連付けが、SQL Server 2008 および SQL 

Server 2008 R2 の 27 ビットに対し、48 ビットの精度で実行されるようになりまし

た。その結果、空間オブジェクト内の個々の座標 (頂点) の表示 (丸め処理) や特定の

空間演算で生成される計算結果がデータベース サーバーのバージョン間で異なるな

ど、さまざまな違いが生じる可能性があります。 

この点については注意が必要です。SQL Azure は最近、新しい SQL Server 2012 の空

間ライブラリを導入するためにすべてのデータ センターでアップグレードが行われ

ています。"September 2011 Service Release" と呼ばれるこのアップグレードによっ

て、SQL Server 2012 とまったく同じ空間演算を SQL Azure で利用できるようになり

ました。 

SQL Azure (September 2011 Service Release 以降) と SQL Server 2012 で得られる空間

演算の結果が SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2、SQL Azure (September 2011 

Service Release より前) で得られる結果と異なる場合もあれば、変更が目立たず、 

結果に影響を及ぼさない場合もあります。しかし、問題になるケースもあります。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.110).aspx


306 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

  



307 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

たとえば、次の座標を考えてみます。これを SQL Server 2008 の STUnion() メソッド

で処理すると、計算結果のジオメトリには、元の座標が包含されません。 

元の頂点の座標  計算後の新しい頂点の座標 

82.339026 29.661245  82.339025999885052 29.661244999951124 

 

SQL Server 2012 では、数値の有効桁数が増えたことで、ほとんどの場合、入力ポイ

ントの元座標が維持されます。次に示すのは、SQL Server 2012 で先ほどと同じ 

STUnion() メソッドを適用した結果です。 

元の頂点の座標  計算後の新しい頂点の座標 

82.339026 29.661245  82.339026 29.661245 

FullGlobe 

SQL Server 2012 は、論理半球よりも大きい geography オブジェクトをサポートして

います。SQL Server 2008 と SQL Server 2008 R2 では、地物の概念が、論理半球より

も若干小さいサイズに制限されていましたが、SQL Server 2012 では、地球全体の大

きさに対応しました。 

FullGlobe という新しい型のオブジェクトを構築したり、操作の結果として受け取っ

たりすることができます。また、geography オブジェクトの内部がそのリングの方

向によって決まることを利用して、オブジェクトを構築することもできます。

geography データ型には外部リングと内部リングの違いはありません。 

たとえば、図 1 に示した 3 つの画像を考えてみます。1 つ目の画像は、FullGlobe オ

ブジェクトに空いた "小さな穴" の例です。2 つ目の画像は、ごく一般的な多角形を

示しています。その 2 つの和集合が 3 つ目の画像です。小さな穴が 3 つ空いた、地

球を覆う空間オブジェクトが得られます。 

    UNION    結果   

図 1: 小さな穴が空いたオブジェクトの構築 

  



308 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

ここで、Transact-SQL (T-SQL) のサンプル コードを紹介します。新しい FullGlobe オ

ブジェクトを作成し、そのオブジェクトのメソッドを実行するコードです。 

DECLARE @g GEOGRAPHY = GEOGRAPHY::STGeomFromText('FULLGLOBE',4326); 

SELECT @g.STArea()-- WGS84 楕円体の面積を計算 

--結果: 510,065,621,710,996 平方メートル 

頂点の順序は、geography 型にとってきわめて重要です。SQL Server 2008 と SQL 

Server 2008 R2 では、geography の多角形の座標を正しい順序で入力しないと、次の

ような内容のエラーが発生します。"指定された入力は、1 つの半球の範囲を超えて

いるため、有効な地理インスタンスを表していません。各地理インスタンスは 1 つ

の半球内に収まる必要があります。このエラーの一般的な理由として、多角形でリン

グの方向が間違っていることが考えられます"。 

SQL Server の geography データ型では、リングの順序は左足の法則によって定義さ

れます。左足の法則とは、多角形の内部領域を規定する規則です (多角形の境界に

沿って "歩く" ときは左足が常に内側になる)。この定義を使用して、地球の閉曲面上

に、従来の外部リング/内部リング (穴) の関係をモデル化することができます。 

注: 物理学や数学で広く使われている "左手の法則" という用語を尊重して "左足の

法則" と名付けました。左手の法則が示す現象は、多角形のリングの順序とは無

関係です。 

これ以降の例では、大きな (論理半球よりも大きな) オブジェクトを geography 型で

扱う方法を紹介します。 

以下に示したのは、小さな (論理半球よりも小さな) 多角形を返す T-SQL コードの例

です。 

DECLARE @R GEOGRAPHY;  

SET @R = GEOGRAPHY::Parse('Polygon((-10 -10, 10 -10, 10 10, -10 10,  

  -10 -10))'); 

SELECT @R; 

その結果のオブジェクトを図 2 に示します。 
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図 2: 結果のオブジェクトは小さな (論理半球よりも小さな) 多角形 

次の T-SQL コードでは、先ほどの例で使用した多角形のリングの座標の順序を逆に

します。 

DECLARE @R GEOGRAPHY;  

SET @R = GEOGRAPHY::Parse('Polygon((-10 -10, -10 10, 10 10, 10 

-10,  

  -10 -10))'); 

SELECT @R; 

その結果、地球の残りの領域を表すオブジェクトが得られます (図 3)。 

  

図 3: 地球の残りの領域を表すオブジェクトが得られる 

geography 型で新たにサポートされた FullGlobe に関しては、他にもいくつかの注意

事項があります。 

 FullGlobe を GeometryCollection に追加することはできません。 



310 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

 Well-Known Text (WKT)、Well-Known Binary (WKB)、Geography Markup 

Language (GML) とそのスキーマで、新たに FullGlobe オブジェクトがサポー

トされています。 

 対蹠点は使用できません。たとえば、LineString(0 90, 0 0, 0 -90) は対蹠とは見

なされませんが、LineString(0 90, 0 -90) は対蹠と見なされます。 

 geography の円弧の種類が 2 つに増やされました (2 つのポイントで定義され

る大円弧と、3 つのポイントで定義される小円弧)。 

 逆円弧は、geography 型の始点と終点間の大円弧として扱われます (geometry 

型では、逆円弧がストレート エッジとして扱われます)。 

 EnvelopeAngle() の戻り値は、論理半球よりも大きいオブジェクトの場合は 

180、論理半球よりも小さいオブジェクトの場合は 90 未満となります。 

Microsoft.SQLServer.Types.dll アセンブリへのアップグレード 

Microsoft.SQLServer.Types.dll アセンブリは、バージョン 10.0 からバージョン 11.0 に

アップグレードされました。カスタム アプリケーションでこのアセンブリを参照す

る場合は注意が必要です。カスタム アプリケーションで SQL CLR データ型 

(geometry、geography、hierarchyid) を使用している場合は、変更を加える必要があ

ります。次の条件が満たされた場合にエラーが発生する可能性があります。 

1. SQL Server 2008 R2 がインストールされているコンピューターから SQL Server 

2012 のみがインストールされているコンピューターにカスタム アプリケー

ションを移動すると、参照されるバージョン 10.0 の SqlTypes アセンブリが存

在しないため、アプリケーションが失敗します。この場合、"ファイルまたは

アセンブリ 'Microsoft.SqlServer.Types, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=89845dcd8080cc91'、またはその依存関係の 1 つが読み込め

ませんでした。指定されたファイルが見つかりません" というエラー メッセー

ジが返される可能性があります。 

2. バージョン 11.0 の SqlTypes アセンブリを参照したときに、バージョン 10.0 

もインストールされていると、"System.InvalidCastException: 型 

'Microsoft.SqlServer.Types.SqlGeometry' のオブジェクト型を型 

'Microsoft.SqlServer.Types.SqlGeometry' にキャストできません" というエラー 

メッセージが返される可能性があります。 

3. .NET Framework 3.5、4.0、または 4.5 を使用するカスタム アプリケーション

からバージョン 11.0 の SqlTypes アセンブリを参照すると、SqlClient が仕様に

基づいてバージョン 10.0 のアセンブリを読み込むため、アプリケーションが

失敗します。このエラーは、アプリケーションが次のいずれかのメソッドを呼

び出したときに発生します。 
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 SqlDataReader クラスの GetValue メソッド 

 SqlDataReader クラスの GetValues メソッド 

 SqlDataReader クラスの角かっこインデックス演算子 [] 

 SqlCommand クラスの ExecuteScalar メソッド 

この問題は、上に挙げたメソッドの代わりに GetSqlBytes メソッド 

(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/system.data.sqlclient.sqldatareader.getsqlbytes.aspx) を呼び出すことで

回避できます。GetSqlBytes メソッドの使用方法の詳細については、「SQL Server 

2012 におけるデータベース エンジン機能の重大な変更」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.110).aspx) の「SQL CLR 

データ型 (geometry、geography、および hierarchyid)」セクションを参照してく

ださい。 

動作の変更 

SQL Server 2012 にアップグレードする際は、動作の変更点に注意してください。SQL 

Server 2012 では STEnvelope メソッドや geography データ型に対して機能強化が行わ

れています。このセクションでは、それに伴う動作の変更について説明します。ま

た、最新の重大な変更情報について、「QL Server 2012 におけるデータベース エンジ

ン機能の重大な変更」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx) で確認してください。 

STEnvelope メソッド 

STEnvelope メソッドは、SQL Server の各種空間メソッドと一貫した動作になるよう

に変更されています。 

SQL Server 2008 と SQL Server 2008 R2 で STEnvelope メソッドを呼び出すと、次の

結果が返されます。 

select geometry::Parse('POINT EMPTY').STEnvelope().ToString() 

結果: POINT EMPTY 

select geometry::Parse('LINESTRING EMPTY').STEnvelope().ToString() 

結果: LINESTRING EMPTY 

select geometry::Parse('POLYGON EMPTY').STEnvelope().ToString() 

結果: POLYGON EMPTY 

同じ Transact-SQL (T-SQL) コードを SQL Server 2012 で実行した場合の結果は次のよ

うになります。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.data.sqlclient.sqldatareader.getsqlbytes.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx
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select geometry::Parse('POINT EMPTY').STEnvelope().ToString() 

結果: GEOMETRYCOLLECTION EMPTY 

select geometry::Parse('LINESTRING EMPTY').STEnvelope().ToString() 

結果: GEOMETRYCOLLECTION EMPTY 

select geometry::Parse('POLYGON EMPTY').STEnvelope().ToString() 

結果: GEOMETRYCOLLECTION EMPTY 

空間オブジェクトが空であるかどうかを調べるための最良の方法は、STIsEmpty 

(geometry データ型) メソッドを呼び出すことです。このメソッドをはじめとする各

種メソッドの詳細については、「geometry データ型メソッド リファレンス」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933973(v=sql.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

注: 空の空間型の詳細については、「SQL Server 2012 におけるデータベース エン

ジン機能の動作の変更」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx) の「空の空間型を指定された STEnvelope() 

メソッドの動作の変更」を参照してください。 

geography データ型 

SQL Server 2012 の geography データ型は、半球よりも大きいオブジェクトをサポー

トします。以下に示すメソッドの実行結果がこのようなオブジェクトである場合、従

来は NULL が返されていました。SQL Server 2012 では、期待した結果が得られま

す。ただし、この動作はすべて DB COMPATIBILITY LEVEL によって制御されます。互

換性レベルが 100 に設定された場合は、従来と同様に NULL が返されます。 

 Geography STBuffer(double distance): 呼び出し元のインスタンスからの距離が 

distance 以下となる、すべての地点の和集合を表すジオメトリック オブジェ

クトを返します。 

 Geography BufferWithTolerance(double distance, double tolerance, bool 

relative): STBuffer() と同じですが、許容範囲をユーザーが定義できます。 

 Geography STUnion(Geography other): 呼び出し元のインスタンスと other と

の和集合のポイントを表すジオメトリック オブジェクトを返します。 

 Geography STIntersection(Geography other): 呼び出し元のインスタンスと 

other との積集合のポイントを表すジオメトリック オブジェクトを返します。 

 Geography STDifference(Geography other): 呼び出し元のインスタンスにはあっ

て other にはないポイントを表すジオメトリック オブジェクトを返します。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933973(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143359(v=sql.110).aspx
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 Geography STSymDifference(Geography other): 呼び出し元のインスタンスと 

other のどちらか一方にのみ存在するポイントを表すジオメトリック オブジェ

クトを返します。呼び出し元のインスタンスの SRID (Spatial Reference 

Identifier) と other の SRID とが一致しない場合は null が返されます。このメ

ソッドは正確ではありません。 

さらに、FullGlobe という地球全体を表す新しい空間型が追加されました。以上に挙

げたすべてのメソッドのほか、ToString() や STAsText() などのメソッド、さらにそれ

に類似した (geography オブジェクトのバイナリ表現またはテキスト表現を返す) メ

ソッドから、FullGlobe を取得することができます。 

アップグレード後の作業 

新しい空間データの機能を活かし、コードのパフォーマンスを最大限に引き出すため

に、SQL Server 2012 へのアップグレードが完了したら、既存のコードを確認して必

要な変更を加えます。 

SQL Server 2012 へのアップグレードについては、このガイドの「第 1 章 アップグ

レードの計画と配置」と「第 3 章 リレーショナル データベース」を参照してくださ

い。空間データの新機能については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「空間デー

タ (SQL Server)」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933790(v=sql.110).aspx) 

を参照してください。 

結論 

SQL Server 2012 にアップグレードする際、空間データに関連する作業はごくわずか

ですが、動作の変更がないかどうかは必ず確認してください。特に STEnvelope メ

ソッドの動作変更については注意が必要です。 

SQL Server 2012 で導入された新しい空間機能と既存機能の強化により、SQL Server 

の空間データのサポートは大きな節目を迎えています。リレーショナル データベー

ス システムにおいて業界初となる全球空間オブジェクトと楕円体の円弧への対応が

実現しました。 

既存のデータベースを SQL Server 2012 にアップグレードすれば、こうした新機能や

機能強化を余すところなく活用できます。 

その他のリファレンス 

 空間データ (SQL Server)  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933790(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server TechCenter  

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server 開発者向け技術情報  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933790(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933790(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb933790(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
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第 12 章: XML と XQuery 

概要 

SQL Server 2012 では XML が幅広くサポートされています。たとえば、クエリを使っ

てリレーショナル データから XML を作成することや、XML をリレーショナル テー

ブル形式に細分化することが可能です。また、SQL Server にはネイティブの XML 

データ型が存在します。XML データを格納して XML スキーマによる制約を適用す

る、XML に特化したインデックスを作成する、XML データ型のメソッドで操作する

といった作業が可能です。T-SQL の XML データ型のメソッドはいずれも XQuery 文

字列をパラメーターとして受け取ります。XQuery (XML Query Language) は、XML 

データの照会や操作に使用する標準的な言語です。 

SQL Server データベース サービスは、リレーショナル データベースにおける XML 

をサポートします。SQL Server のリレーショナル データベースをアップグレードす

るプロセスについては「第 3 章 リレーショナル データベース」や「第 1 章 アップグ

レードの計画と配置」など他の章で扱っていますので、この章では、SQL Server に

おける XML サポートの変更点のみ取り上げます。SQL Server のエディションごとの 

XML のサポート状況を懸念する必要はありません。XML 機能はすべてのエディショ

ンで完全にサポートされています。 

アップグレードのための準備 

SQL Server 2012 にアップグレードする前に、SQL Server 2008 R2 で廃止された機能

や非推奨となった機能を調べる必要があります。これらの機能がアップグレードに影

響を及ぼすことはありませんが、場合によっては、既存のアプリケーションやクエリ

に変更を加える必要があります。また、SQL Server 2012 での変更や廃止が原因で

アップグレードできない機能を把握しておくことも必要です。さらに、SQL Server 

2005、2008、2008 R2、2012 の各バージョン間での XML 機能の動作変更にも注意

し、予期しない結果を招かないようにしてください。それでは、各カテゴリの変更点

を見ていくことにしましょう。SQL Server 2012 における XML の変更点を網羅したリ

ファレンスについては、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server データ

ベース エンジンの旧バージョンとの互換性」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143532(SQL.110).aspx) を参照してください。 

非推奨機能 

XML ドキュメントは、スキーマと照合して検証できます。旧来の XML スキーマ言語

として XML Data Reduced (XDR) があります。XDR ドキュメントは、SELECT T-SQL 

ステートメントの FOR XML 句で XMLDATA ディレクティブを使って作成できます。

最新の検証言語は "XML スキーマ" と呼ばれ、XML スキーマ ドキュメント (XSD) と

いう XML ファイルに格納されます。SQL Server 2005 は XSD の生成をサポートして

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143532(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143532(SQL.110).aspx
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います。SQL Server で XSD を使って XML データ型の値を検証するには、XML ス

キーマ コレクションを使用します。 

SQL Server 2012 では、FOR XML オプションに対する XMLDATA ディレクティブの使

用は推奨されません。RAW モードや AUTO モードで XMLSCHEMA ディレクティブ

を使用し、XSD スキーマを生成してください。EXPLICIT モードでは、XMLDATA ディ

レクティブに代わる機能はありません。次期バージョンの SQL Server ではこのオプ

ションを引き続き利用できますが、将来のバージョンでサポートが廃止される見込み

です。SQL Server 内で XDR スキーマを使用する必要性はあまりないため、今から

コードを変更することをお勧めします。たとえば、次のコードを AdventureWorksDW 

データベースのコンテキストで実行すると、XDR スキーマが生成されます。 

SELECT C.CustomerKey, 

       C.FirstName + ' ' + C.LastName AS CustomerName, 

       I.SalesAmount 

  FROM dbo.DimCustomer AS C 

       INNER JOIN dbo.FactInternetSales AS I 

        ON C.CustomerKey = I.CustomerKey 

  WHERE 1 = 0 

FOR XML AUTO, XMLDATA; 

AdventureWorksDW は、AdventureWorks デモ データ ウェアハウスの 2005 バー

ジョンです。このバージョンのデモ データベースを選んだのは、2005 から 2012 ま

でのすべてのバージョンの SQL Server でサンプルを動作させるためです。 

次のコードでは、XDR スキーマではなく XSD が生成されます。 

SELECT C.CustomerKey, 

       C.FirstName + ' ' + C.LastName AS CustomerName, 

       I.SalesAmount 

  FROM dbo.DimCustomer AS C 

       INNER JOIN dbo.FactInternetSales AS I 

        ON C.CustomerKey = I.CustomerKey 

  WHERE 1 = 0 

FOR XML AUTO, XMLSCHEMA; 

廃止された機能 

XML と XQuery のサポートに関して SQL Server 2012 で廃止された機能はありませ

ん。この点に関しての配慮は不要です。 

重大な変更 

SQL Server 2012 以降では、XQuery 文字列関数はサロゲート ペアに対応していま

す。SQL Server の Unicode データ型 (NCHAR、NVARCHAR、XML など) では、UTF-

16 形式でテキストがエンコードされます。SQL Server は、各文字に一意のコード ポ

イント (0x0000 から 0x10FFFF の範囲の値) を割り当てています。ほとんどの文字

は、 
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16 ビット ワードに格納されます。0xFFFF より大きいコード ポイント値を持つ文字

には、16 ビット ワード (つまり 2 バイト) が 2 つ続けて必要になります。これらの文

字は "補助文字" と呼ばれ、2 つの連続する 16 ビット ワードは "サロゲート ペア" と

呼ばれます。 

XQuery の関数と演算子に関して、標準の World Wide Web Consortium (W3C) 勧告

では、サロゲート ペアを 1 文字とカウントすることが求められています。2012 より

前のバージョンの SQL Server では、XQuery の文字列関数はサロゲート ペアを単一

の文字として認識しません。たとえば、文字列長の計算で返される結果には誤りがあ

りました。 

SQL Server の XML データ型では、整形式のサロゲート ペアのみ使用できます。ただ

し、無効なサロゲート ペアや不完全なサロゲート ペアが XQuery 関数に文字列値と

して渡される可能性はあります。以下の例では、XML データ型の変数に文字列値と

してサロゲート ペアを渡しています。CustomerName 要素の値は 

"@@@NeedtoReplace@@@12" です。名前の最初の 3 文字がサロゲート ペアです。この値

の長さは 5 ですが、SQL Server 2012 より前のバージョンでは 8 が返されます。 

次のコードを SQL Server 2005、2008、2008 R2 のいずれかで実行してみてくださ

い。 

DECLARE @x AS NVARCHAR(MAX), @y AS XML; 

SET @x= 

N'<C11003> 

  <CustomerKey>11003</CustomerKey> 

  <CustomerName>@@@NeedtoReplace@@@12</CustomerName> 

  <SalesAmount>2294.9900</SalesAmount> 

</C11003>'; 

SET @y = CAST(@x AS XML); 

SELECT @y.query(' 

for $i in /C11003 

return 

  <NumberOfCharacters> 

  { string-length($i/CustomerName[1]) } 

  </NumberOfCharacters> 

'); 

次の結果が返されます。 

<NumberOfCharacters>8</NumberOfCharacters> 

同じコードを SQL Server 2012 で実行した場合は次の結果が返されます。 

<NumberOfCharacters>5</NumberOfCharacters> 

この動作変更の影響を受ける XQuery の関数、演算子、句は次のとおりです。 

 fn:string-length 



317 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

 fn:substring 

 fn:contains (互換性レベルが 110 以上の場合のみ) 

 fn:concat (互換性レベルが 110 以上の場合のみ) 

 比較演算子 (+、<、>、<=、>=、eq、lt、gt、le、ge など) (互換性レベルが 

110 以上の場合のみ) 

 Order by 句 (互換性レベルが 110 以上の場合のみ) 

SQL Server 2005 からアップグレードする場合は、SQL Server 2008 と SQL Server 

2008 R2 における重大な変更も考慮してください。 

SQL Server 2005 では、xs:time、xs:date、xs:dateTime の各データ型がタイム ゾーン

をサポートしていません。データは常に協定世界時 (UTC) のタイム ゾーンにマップ

されます。SQL Server 2008 以降は、標準に準拠した動作になっています。その動作

の例を次に示します。 

 タイム ゾーンを含まない値は検証されます。 

 タイム ゾーン (またはタイム ゾーンの有無) が保持されます。 

 内部ストレージ表現が変更されています。この点はアプリケーションに一切影

響しません。 

 格納された値の分解能が向上しています。 

 負の年は使用できません。 

sqltypes スキーマ名前空間が拡張され、バージョン 2008 で導入された SQL Server の

日付/時刻データ型 (TIME、DATE、DATETIME2、DATETIMEOFFSET など) が含まれて

います。XML データ型の value() メソッドを使用して、XML の要素と属性を SQL 

Server の新しい日付/時刻データ型にキャストすることもできます。以下のコードは 

SQL Server 2005 では動作しませんが、SQL Server 2008 以降では動作します。新しい

日付/時刻データ型の使用法を示す例です。 

DECLARE @myDoc AS XML; 

DECLARE @OrderID AS INT; 

DECLARE @OrderDate AS DATE; 

DECLARE @OrderTime AS TIME; 

DECLARE @OrderDateTime AS DATETIMEOFFSET; 

SET @myDoc = ' 

<Root> 

  <OrderDescription  

  OrderID="1" OrderDate="2012-02-10"  

  OrderTime="13:40:58.47786" OrderDateTime="1999-12-20 13:40:58.123-05:00"> 

  </OrderDescription> 

</Root>'; 

SET @OrderID =   

  @myDoc.value('(/Root/OrderDescription/@OrderID)[1]', 'int'); 
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SET @OrderDate = 

  @myDoc.value('(/Root/OrderDescription/@OrderDate)[1]', 'date'); 

SET @OrderTime = 

  @myDoc.value('(/Root/OrderDescription/@OrderTime)[1]', 'time'); 

SET @OrderDateTime = 

  @myDoc.value('(/Root/OrderDescription/@OrderDateTime)[1]', 

'datetimeoffset'); 

SELECT @OrderID,@OrderDate,@OrderTime,@OrderDateTime; 

最後に、SQL Server 2005 の XQuery 式または XML パス言語 (XPath) 式では、コロン

で始まるステップが許可されます。この動作は XML 標準に準拠しておらず、SQL 

Server 2005 を最後に、以後すべてのバージョンで禁止されています。たとえば、

SQL Server 2005 では次のコードが正しく動作します。 

DECLARE @x AS XML; 

SET @x= 

N'<C11003> 

  <CustomerKey>11003</CustomerKey> 

  <CustomerName>Customer 1</CustomerName> 

  <SalesAmount>2294.9900</SalesAmount> 

</C11003>'; 

SELECT @x.query(' 

for $i in /C11003 

return $i/:CustomerName[1] 

'); 

このコードは SQL Server 2008 以降では正しく動作しません。これらのバージョンで

は、コロンを削除する必要があります。 

動作の変更 

XML データ型の value() メソッドは内部的に変更されています。以前のバージョンで

は、元の値を内部で xs:string に変換した後、その xs:string を目的の SQL Server デー

タ型に変換していました。SQL Server 2012 では、一部のケースで xs:string への変換

がスキップされます。つまり、クエリによっては、実行速度がわずかに向上します。

この変換がスキップされるケースを次に示します。 

 元の XML データ型が byte、short、int、integer、long、unsignedByte、

unsignedShort、unsignedInt、unsignedLong、positiveInteger、

nonPositiveInteger、negativeInteger、nonNegativeInteger のいずれかで、な

おかつ目的の SQL データ型が TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、

DECIMAL、NUMERIC のいずれかである場合。 

 元の XML データ型が decimal で、目的の SQL データ型が DECIMAL または 

NUMERIC である場合。 

 元の XML データ型が float で、目的の SQL データ型が REAL である場合。 

 元の XML データ型が double で、目的の SQL データ型が FLOAT である場合。 
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加えて、XML データ型の exist() 関数から返された NULL を 0 と比較した場合、SQL 

2012 では NULL が返されます。同じ比較を以前のバージョンで行った場合は TRUE 

が返されます。次のようなコードを考えてください。 

DECLARE @test AS XML; 

SET @test = NULL; 

-- SQL Server 2012 では 0 が、以前のエディションでは 1 が返される 

SELECT COUNT(1) WHERE @test.exist('/whatever') = 0; 

-- どのエディションでも 1 が返される 

SELECT COUNT(1) WHERE @test.exist('/whatever') IS NULL; 

1 つ目のクエリは、SQL Server 2012 では 0 が返されるのに対し、以前のエディショ

ンでは 1 が返されます。 

アップグレード後の作業 

SQL Server データベース サービスのバージョンを 2012 にアップグレードした後

は、新機能を活かすためにコードの見直しを行ってください。XML と XQuery に関

する新しい機能は SQL Server 2012 ではさほど多くありません。しかし SQL Server 

2008 にはいくつかの新機能が追加されました。したがって、SQL Server 2005 からの

アップグレードでは、SQL Server 2008 または SQL Server 2008 R2 からのアップグ

レードよりも多くの変更がコードに生じるものと思われます。 

SQL Server 2012 で追加された機能 

SQL Server 2012 では、XML コンテキストが使用される場面 (SQL の型の XML スキー

マなど) で、UTF-16 Unicode の照合順序で補助文字がサポートされます。SQL 型から 

XSD 型へのマッピング (http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/sqltypes) に使

用される XML スキーマで supplementaryCharacters グローバル属性が公開されてい

ます。SQL Server 2012 におけるこの XML スキーマのバージョンは 1.2 です。また、

XMLSCHEMA ディレクティブで生成されるスキーマには新しいグローバル属性が公

開されています。このディレクティブは FOR XML の RAW モードと AUTO モードで

サポートされます。EXPLICIT モードや PATH モードではサポートされません。この

新しいグローバル属性は、次のカタログ ビューで公開されます。 

 sys.xml_schema_components 

 sys.xml_schema_attributes 

 sys.xml_schema_component_placements 

次の 3 つのクエリから返される行数は、SQL Server 2012 ではいずれも 1 行ですが、

以前のバージョンでは 0 行になります。 

SELECT xml_component_id, name 

  FROM sys.xml_schema_components 

  WHERE name = N'supplementaryCharacters'; 

http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/sqltypes
http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/sqltypes
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SELECT xml_component_id, name 

  FROM sys.xml_schema_attributes 

  WHERE name = N'supplementaryCharacters'; 

SELECT P.xml_component_id, A.name 

  FROM sys.xml_schema_component_placements AS P 

    INNER JOIN sys.xml_schema_attributes AS A 

    ON P.xml_component_id = A.xml_component_id 

  WHERE P.xml_component_id = 373; 

XML スキーマ コレクションと照合して XML データ型の値を検証している場合、

データベースをアップグレードすると、スキーマ コレクションもアップグレードさ

れます。アップグレードされた XML スキーマ コレクション内のスキーマが SQL の

型の XML スキーマをインポートした場合、アップグレード後、そのコレクションに

新しい supplementaryCharacters グローバル属性が公開されます。さらに、UTF-16 

の照合順序の sql_variant 文字列を表す XML 列セットの値に新しい 

supplementaryCharacters グローバル属性が追加されます。 

SQL Server 2008 で追加された機能 

SQL Server 2005 からアップグレードする場合は、SQL Server 2008 で追加された新し

い XML 機能と XQuery 機能も考慮に入れる必要があります。そのような機能とし

て、ここではまず、"relaxed" (XML 用語では Lax) な、つまり緩和されたスキーマ検

証機能について触れます。XML インスタンスの検証用スキーマに定義されている

ノードに加え、XML インスタンス内の、スキーマに定義されていない要素や属性を

別途許可することができます。これによって、XML インスタンスの検証を部分的に

行うことができます。つまり、スキーマを関連付けることのできる要素には検証が適

用され、存在しない要素やスキーマの制御下にない要素は無視されます。 

SQL Server 2008 以降では、XML スキーマに XML データ型を定義し、XML インスタ

ンス内の複数値を持つ要素や属性に許容される限られた値の集合を指定することがで

きます。たとえば、製品サイズ用に XML リスト型を作成し、48、50、52、54 など

の値を列挙することができます。ここで、S、M、L、XL などの値をリストに追加す

る必要が生じたとします。元のリストの値は integer 型ですが、今度は文字列を追加

する必要があります。SQL Server 2008 以降では、異なるデータ型の列挙要素を複数

組み合わせることのできる union の XML データ型を作成できます。 

XQuery の最大の特長の 1 つに FLWOR 式があります。FLWOR とは、for、let、

where、order by、return の頭文字をとったものです。FLWOR 式の実体は for each 

ループです。XPath 式から返されるシーケンスをこのループで繰り返し処理すること

ができます。通常、繰り返し処理の対象はノードのシーケンス (連なり) ですが、

FLWOR 式を使用すれば、あらゆるシーケンスを繰り返し処理することが可能です。

処理対象のノードを述語で限定する、ノードを並べ替える、返される XML に書式を

設定するなどの処理も可能です。FLWOR ステートメントの構成要素は次のとおりで

す。 
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 For: 反復子変数は、for 句で入力シーケンスにバインドします。入力シーケン

スはノードのシーケンスかアトミック値のシーケンスです。アトミック値の

シーケンスは、リテラルまたは関数を使用して作成します。 

 Let: 繰り返し処理で実際に使用される変数には、オプションの let 句を使用し

て値を代入します。ノードまたはアトミック値のシーケンスを返すことのでき

る式が代入に使用されます。 

 Where: オプションの where 句を使用して繰り返し処理にフィルターを適用し

ます。 

 Order by: 入力シーケンスの各要素の処理順は order by 句で制御できます。順

序はアトミック値に基づいて制御します。 

 Return: return 句は繰り返し処理のたびに 1 回評価され、その結果が繰り返し

処理の順にクライアントに返されます。 

SQL Server 2005 では let 句がサポートされません。次の例を参照してください。 

DECLARE @x AS XML; 

SET @x = N' 

<CustomersOrders> 

  <Customer custid="1"> 

    <!-- Comment 111 --> 

    <companyname>Customer NRZBB</companyname> 

    <Order orderid="10692"> 

      <orderdate>2007-10-03T00:00:00</orderdate> 

    </Order> 

    <Order orderid="10702"> 

      <orderdate>2007-10-13T00:00:00</orderdate> 

    </Order> 

    <Order orderid="10952"> 

      <orderdate>2008-03-16T00:00:00</orderdate> 

    </Order> 

  </Customer> 

  <Customer custid="2"> 

    <!-- Comment 222 -->   

    <companyname>Customer MLTDN</companyname> 

    <Order orderid="10308"> 

      <orderdate>2006-09-18T00:00:00</orderdate> 

    </Order> 

    <Order orderid="10952"> 

      <orderdate>2008-03-04T00:00:00</orderdate> 

    </Order> 

  </Customer> 

</CustomersOrders>'; 
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-- 次のクエリは SQL Server 2005 以降で正しく動作します。 

SELECT @x.query('for $i in CustomersOrders/Customer/Order 

  where $i/@orderid < 10900 

  order by ($i/orderdate)[1] 

  return  

  <Order-orderid-element> 

  <orderid>{data($i/@orderid)}</orderid> 

  {$i/orderdate} 

  </Order-orderid-element>') 

  AS [1.Filtered, sorted and reformatted orders]; 

-- 次のクエリは SQL Server 2005 では正しく動作しません。 

SELECT @x.query('for $i in CustomersOrders/Customer/Order 

  let $j := $i/orderdate 

    where $i/@orderid < 10900 

    order by ($j)[1] 

    return  

    <Order-orderid-element> 

    <orderid>{data($i/@orderid)}</orderid> 

    {$j} 

    </Order-orderid-element>') 

  AS [2.Filtered, sorted and reformatted orders with let clause]; 

どちらのクエリも返される結果は同じです。for ループで反復子変数を使用し、すべ

ての Order ノードを繰り返し処理して、それらのノードを返します。結果の XML イ

ンスタンスは、orderid 属性でフィルター選択されます。orderid 属性は要素に変換さ

れます。そのための要素を手動で作成し、data() 関数で属性の値のみを抽出していま

す。戻り値には orderdate 要素も含まれ、どちらも Order-orderid-element 要素に

ラップして返されます。orderid 要素と orderdate 要素の値を抽出する式の前後にあ

る中かっこに注意してください。XQuery は、中かっこで囲まれた式を評価します。

中かっこがないと、すべて文字列リテラルとして扱われ、それに基づく結果が返され

ます。結果は、orderdate 要素で並べ替えられます。 

1 つ目のクエリでは、反復子変数 $i の orderdate 要素が 2 回参照されていることに注

意してください (order by 句で 1 回、return 句で 1 回)。何度も使う式には let 句で名

前を割り当てることで、入力の手間を省くことができます。2 つ目のクエリのよう

に、式に名前を付ける際は、$i と重複しない変数 ($j など) を使用する必要がありま

す。 

結論 

XML と XQuery に新機能が追加されたからといって、SQL Server 2012 にアップグ

レードする気にはならないという方もいらっしゃるでしょう。しかし、アップグレー

ドの利点はそれだけではありません。XML と XQuery の既存機能も強化されてお

り、データベースをアップグレードした直後から、その利点を活かすことができま

す。 
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その他のリファレンス 

 SQL Server 2012 の Web サイト  

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server TechCenter  

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server 開発者向け技術情報  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 

  

http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
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第 13 章: CLR 

概要 

CLR (共通言語ランタイム) は Microsoft .NET Framework の中核部分であり、あらゆ

る .NET Framework コードの実行環境を提供します。CLR 内で実行されるコードを、

マネージ コードと呼びます。CLR は、JIT (Just-In-Time) コンパイル、メモリの割り当

てと管理、タイプ セーフの確保、例外処理、スレッド管理、セキュリティなど、プ

ログラムの実行に必要なさまざまな機能やサービスを提供します。 

Microsoft SQL Server でホストされる CLR のことを CLR 統合または SQL CLR と呼び

ます。これを使用すると、マネージ コード (C# および VB.NET) で、ストアド プロ

シージャ、トリガー、ユーザー定義関数、ユーザー定義型、ユーザー定義集計を作成

できます。マネージ コードは実行前にネイティブ コードにコンパイルされるので、

シナリオによってはパフォーマンスの大幅な向上を図ることができます。 

SQL CLR は Microsoft SQL Server 2005 で導入されました。CLR が SQL Server に統合

されたことは、.NET Framework Runtime が SQL Server そのものにホストされること

も意味します。.NET コードのメモリ、スレッド処理、デッドロック検出、解決サー

ビスは、下層の Windows オペレーティング システムではなく SQLOS そのものに

よって管理されます。 

この章では、CLR のアップグレード プロセスについて説明します。 

アップグレードのための準備 

CLR のアップグレード プロセスの準備として、アップグレードを妨げる可能性のあ

る変更や、アップグレード後にアプリケーションの動作を変えるような変更を確認す

る必要があります。 

重大な変更 

重大な変更とは、アップグレードの妨げとなる可能性のある変更です。 

.NET Framework 

SQL Server 2012 CLR は、以前のバージョンの SQL Server で使用されていた .NET 

Framework 2.0 に代わり、.NET Framework 4.0 がベースになっています。このため、

以前のバージョンの .NET Framework (1.0、2.0、3.0、3.5、3.5 SP1) と .NET 

Framework 4.0 の間の互換性が問題になります。これは、SQL CLR のアセンブリにも

当てはまります。.NET Framework 4.0 で新しくなった点については以下のドキュメン

トを参照してください。 
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 .NET Framework 4.5 の新機能 

(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms171868.aspx#core_new_features_and_improvements) 

 .NET Framework 4.5 移行ガイド 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff657133.aspx) 

注: SQL Server 2012 へのアップグレードでは、.NET Framework もインストール 

プロセスに組み込まれています。 

動作の変更 

動作の変更とは、アップグレード プロセスの妨げにはならないものの、.NET 

Framework 4.0 の振る舞いが原因で既存の CLR オブジェクトに影響する可能性があ

り、その意味で注意の必要な変更を指します。 

プロセス状態の破損に由来する例外が今後はマネージ コードでキャッチされない 

CLR のバージョン 4.0 の CLR データベース オブジェクトでは、破損状態の例外 (アク

セス違反など) が catch ブロックでキャッチされません。これらの例外は、CLR 統合

ホスト層でキャッチされるようになりました。.NET Framework 4.0 には、破損したプ

ロセス状態の例外をアプリケーションがキャッチする 

<legacyCorruptedStateExceptionsPolicy> という設定がありますが、SQL Server 2012 

では利用できません。そのため、これらの例外をキャッチするには、例外の catch ブ

ロックを含んだメソッドに 

System.Runtime.ExceptionServices.HandleProcessCorruptedStateExceptionsAttribute 

を適用するしかありません。詳細については、

「HandleProcessCorruptedStateExceptionsAttribute クラス」

(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/system.runtime.exceptionservices.handleprocesscorruptedstateexceptionsatt

ribute.aspx) を参照してください。 

この属性を適用する例を次に示します。 

using System.Runtime.ExceptionServices 

/* 

HandleProcessCorruptedStateExceptions 属性をメソッドに適用することで、個々のマネー

ジ メソッドで既定の設定を上書きし、これらの例外をキャッチすることができます。 

*/ 

 

[HandleProcessCorruptedStateExceptions] 

public static void HandleCorruptedState() 

{     

// 例外通知コードをここに記述します。 

// ログの出力や管理者へのメールの送信などが可能です。 

} 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms171868.aspx#core_new_features_and_improvements
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff657133.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.runtime.exceptionservices.handleprocesscorruptedstateexceptionsattribute.aspx
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サポートされない書式設定文字列を TimeSpan で使用するとエラーがスローされる 

.NET Framework 4.0 の System.TimeSpan 構造体は IFormattable インターフェイス 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.iformattable.aspx) を実装しており、

標準とカスタムの書式設定文字列を使った書式設定操作をサポートします。つまり、

サポートされない書式指定子や書式設定文字列を解析メソッドで指定すると、

System.FormatException がスローされます。以前のバージョンの .NET Framework で

は、System.TimeSpan 構造体に IFormattable インターフェイスは実装されておら

ず、書式設定文字列もサポートされていませんでした。にもかかわらず、TimeSpan 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.timespan.aspx) が一連の書式設定文

字列をサポートしていると勘違いし、String.Format (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/system.string.format.aspx) などのメソッドの複合書式設定操作 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/txafckwd.aspx) でそれらを使用する開発者も

少なくありませんでした。その場合、ランタイムは書式設定文字列を無視し、代わり

に TimeSpan.ToString メソッド (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/1ecy8h51.aspx) 

を呼び出しました。つまり、書式設定文字列は書式設定操作に一切作用しませんが、

例外にもならなかったということです。この従来の動作は、アプリケーションの構成

ファイルで <TimeSpan_LegacyFormatMode> 要素の enabled 属性を true に設定する

と維持できます。詳細については、「<TimeSpan_LegacyFormatMode> 要素」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee803802.aspx) を参照してください。 

CLR と SQL CLR とでは、ホスティングの事情が異なります。SQL CLR に 

sqlservr.exe.config ファイルは存在しないため、アプリケーションの構成ファイルを

変更するわけにはいきません。SQL Server 2012 で <TimeSpan_LegacyFormatMode> 

を有効にする唯一の方法は、SQL Server 2012 上に新たに作成されたデータベースの

互換性レベル (dbcmptlevel) を 100 (SQL Server 2008 のデータベースの互換性レベル) 

に変更することです。SQL Server 2008 または SQL Server 2005 からアップグレード

されたデータベースにはそれぞれのデータベースの互換性レベルが維持されるため、

変更の必要はありません。データベースの互換性レベルを変更する方法の詳細につい

ては、MSDN の「Alter Database 互換性レベル (Transact-SQL)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510680.aspx) を参照してください。 

文字列の並べ替えは Unicode 5.1 標準に準拠 

.NET Framework 4.0 では、文字列の比較、並べ替え、大文字と小文字の区別という 

System.Globalization.CompareInfo クラス (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/system.globalization.compareinfo.aspx) によって実行される操作が、

Unicode 5.1 標準に準拠するようになっています。したがって、

String.Compare(String, String) (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/84787k22.aspx)、String.LastIndexOf(String) (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/1wdsy8fy.aspx) などの文字列比較メソッドの結果が旧バージョンの .NET 

Framework とは異なる場合があります。アプリケーションが従来の動作に依存して

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.iformattable.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.timespan.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.string.format.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/txafckwd.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/1ecy8h51.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee803802.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510680.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.globalization.compareinfo.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/84787k22.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/1wdsy8fy.aspx
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いる場合、そのアプリケーションの構成ファイルで <CompatSortNLSVersion> 要素

の enabled 属性を 4096 (.NET Framework 3.5 以前のバージョンの並べ替え順を表す

ロケール ID) に設定すると、.NET Framework 3.5 以前のバージョンで使用されていた

文字列比較と並べ替えのルールに戻すことができます。詳細については、

「<CompatSortNLSVersion> 要素」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ff469779.aspx) を参照してください。 

CLR と SQL CLR とでは、ホスティングの事情が異なります。SQL CLR に 

sqlservr.exe.config ファイルは存在しないため、アプリケーションの構成ファイルを

変更するわけにはいきません。SQL Server 2012 で <CompatSortNLSVersion> を有効

にする唯一の方法は、SQL Server 2012 上に新たに作成されたデータベースの互換性

レベル (dbcmptlevel) を 100 (SQL Server 2008 のデータベースの互換性レベル) に変

更することです。SQL Server 2008 または SQL Server 2005 からアップグレードされ

たデータベースにはそれぞれのデータベースの互換性レベルが維持されるため、変更

の必要はありません。データベースの互換性レベルを変更する方法の詳細について

は、MSDN の「Alter Database 互換性レベル (Transact-SQL)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510680.aspx) を参照してください。 

SQL CLR データ型 (geometry、geography、hierarchyid) 

Microsoft.SqlServer.Types.dll アセンブリ (空間データ型と hierarchyid 型を含んでい

る) は、バージョン 10.0 からバージョン 11.0 にアップグレードされました。このア

センブリを参照するカスタム アプリケーションは、次の条件に該当する場合に失敗

します。 

 SQL Server 2008 R2 がインストールされているコンピューターから SQL Server 

2012 のみがインストールされているコンピューターにカスタム アプリケー

ションを移動すると、参照されるバージョン 10.0 の SqlTypes アセンブリが存

在しないため、アプリケーションが失敗します。この場合、"ファイルまたは

アセンブリ 'Microsoft.SqlServer.Types, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=89845dcd8080cc91'、またはその依存関係の 1 つが読み込め

ませんでした。指定されたファイルが見つかりません" というエラー メッセー

ジが返される可能性があります。 

 バージョン 11.0 の SqlTypes アセンブリを参照したときに、バージョン 10.0 

もインストールされていると、"System.InvalidCastException: 型 

'Microsoft.SqlServer.Types.SqlGeometry' のオブジェクト型を型 

'Microsoft.SqlServer.Types.SqlGeometry' にキャストできません" というエラー 

メッセージが返される可能性があります。 

 .NET Framework 4.0 または .NET Framework 4.5 をターゲットとするカスタム 

アプリケーションからバージョン 11.0 の SqlTypes アセンブリを参照すると、

SqlClient が仕様に基づいてバージョン 10.0 のアセンブリを読み込むため、ア

プリケーションが失敗します。このエラーは、アプリケーションが次のいずれ

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff469779.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510680.aspx
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かのメソッドを呼び出したときに発生します。 

o SqlDataReader クラスの GetValue メソッド 

o SqlDataReader クラスの GetValues メソッド 

o SqlDataReader クラスの角かっこインデックス演算子 [] 

o SqlCommand クラスの ExecuteScalar メソッド 

これにはいくつかの回避策があります。その例を次に示します。 

アセンブリのリダイレクト ポリシーを使用する。アプリケーションの構成ファイル

にはアセンブリのリダイレクト ポリシーを含めることができます。この方法なら

コードを変更する必要はありません。ただし、アプリケーションと一緒に XML 構成

ファイルを配置する必要があります。 

以下に示したのは、Microsoft.SqlServer.Types.dll のアセンブリ リダイレクト ポリ

シーの例です。 

<assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> 

  ... 

  <dependentAssembly> 

    <assemblyIdentity name="Microsoft.SqlServer.Types" 

publicKeyToken="89845dcd8080cc91" culture="neutral" /> 

    <bindingRedirect oldVersion="11.0.0.0" newVersion="10.0.0.0" /> 

  </dependentAssembly> 

  ... 

</assemblyBinding> 

接続文字列を変更する。.NET 4.5 以降では、クライアント アプリケーションは接続

文字列の Type System Version プロパティを使用して、クライアントで使用する型の

バージョンを設定します。Types System Version = 2012 が指定された場合、クライア

ントによって読み込まれる Microsoft.SqlServer.Types.dll のバージョンは 11.0.0.0 で

す。それ以外の場合は、既定でバージョン 10.0.0.0 が読み込まれます。 

注: Type System Version = Latest オプションは .NET 4.5 で非推奨となります。今

後、このオプションは SQL Server 2008 にロックされ、常にバージョン 10.0.0.0 

が読み込まれるようになります。 

GetSqlBytes メソッドを使用する。この問題を回避するには、Get メソッドの代わり

に GetSqlBytes メソッドを呼び出して、CLR SQL Server システム型を取得します。次

に例を示します。 
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string query = "SELECT [SpatialColumn] FROM [SpatialTable]"; 

using (SqlConnection conn = new SqlConnection("...")) 

{ 

  SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn); 

 

  conn.Open(); 

  SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

 

  while (reader.Read()) 

  { 

    // バージョン 11.0 のみ 

    SqlGeometry g = SqlGeometry.Deserialize(reader.GetSqlBytes(0)); 

 

    // バージョン 10.0 または 11.0 

    SqlGeometry g2 = new SqlGeometry(); 

    g.Read(new BinaryReader(reader.GetSqlBytes(0).Stream)); 

  } 

} 

テストされていない (またはサポートされていない) .NET Framework アセンブリ 

SQL Server 2005 以降の SQL Server には、サポートされている .NET Framework ライ

ブラリの一覧が用意されています。これらのライブラリは、SQL Server との連携に

必要な信頼性とセキュリティの基準を満たしていることがテストで確認されていま

す。サポートされているライブラリは、サーバーに明示的に登録しなくてもコードで

使用可能です。SQL Server がグローバル アセンブリ キャッシュ (GAC) からこれらの

ライブラリを直接読み込みます。サポートされているアセンブリの一覧については、 

「サポートされている .NET Framework ライブラリ」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms403279(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

「サポートされている .NET Framework ライブラリ」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms403279(v=sql.110).aspx) に記載のないアセンブリは、SQL Server によっ

て、サポートされていないアセンブリと見なされます。つまり、GAC に存在してい

たとしても、SQL Server はそれらを自動的には認識せず、読み込むこともありませ

ん。これらのアセンブリは SQL Server に明示的に登録し、UNSAFE としてマークす

る必要があります。サポートされないアセンブリを CLR オブジェクトから参照して

いる場合は、SQL Server 2012 へのアップグレード後、それらを削除して作成し直す

必要があります。詳細については、「SQL Server CLR ホスト環境におけるテストさ

れていない .NET Framework アセンブリのサポート ポリシー」

(http://support.microsoft.com/kb/922672) を参照してください。 

CLR ユーザー定義関数およびメソッドの定数たたみ込み 

SQL Server 2012 では、次のユーザー定義 CLR オブジェクトがたたみ込み可能になり

ました。 

 決定的スカラー値 CLR ユーザー定義関数 

 CLR ユーザー定義型の決定的メソッド 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms403279(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms403279(v=sql.110).aspx
http://support.microsoft.com/kb/922672
http://support.microsoft.com/kb/922672
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この機能強化は、これらの関数またはメソッドが同じ引数で複数回呼び出されたとき

のパフォーマンスの向上を目的としています。ただし、この変更の結果、非決定的関

数またはメソッドが誤って決定的とマークされている場合に、予期しない結果が生じ

る可能性があります。CLR 関数またはメソッドが決定的であるかどうかは、

SqlFunctionAttribute または SqlMethodAttribute の IsDeterministic プロパティの値に

よって示されます。決定的関数および非決定的関数の詳細については、「決定的関数

と非決定的関数」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ms178091(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

動的管理ビュー (DMV) の変更 

sys.dm_clr_appdomains ビュー (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms187720(v=sql.110).aspx) は SQL Server 2005 で導入されました。この

ビューは、SQL Server 内のアプリケーション ドメイン (AppDomain) ごとに 1 行の

データを返します。AppDomain は、.NET Framework CLR におけるアプリケーション

の分離単位となる構成概念です。SQL Server 内で実行されている CLR 統合オブジェ

クトを把握したり、トラブルシューティングを行ったりする際にこのビューを使用し

ます。SQL Server 2012 では、このビューに新しい列が 3 つ追加されました (表 1 を

参照)。 

表 1: sys.dm_clr_appdomains ビューの新しい列 

列名 データ型 説明 

total_processor_time_ms bigint プロセスの開始後、現在のアプリケーション ドメインでの実行

中にすべてのスレッドによって使用されたプロセッサ時間の合

計です (ミリ秒単位)。これは 

System.AppDomain.MonitoringTotalProcessorTime と同じです。 

total_allocated_memory_kb bigint アプリケーション ドメインの作成後、そのアプリケーション 

ドメインによって行われたすべてのメモリ割り当ての合計サイ

ズです (KB 単位)。収集されたメモリ量も差し引かれません。

これは System.AppDomain.MonitoringTotalAllocatedMemorySize 

と同じです。 

survived_memory_kb bigint 最後の完全なブロッキング コレクションで残った、現在のアプ

リケーション ドメインによって参照されていることが判明して

いるキロバイト数です。これは 

System.AppDomain.MonitoringSurvivedMemorySize と同じです。 

Visual Studio 2010 との互換性 

Visual Studio 2010 では、SQL Server 2012 への SQL CLR の配置がネイティブではサ

ポートされません。ただし、SQL Server Data Tools (SSDT) ではサポートされていま

す。既存の Visual Studio 2010 SQL CLR データベース プロジェクトを SSDT データ

ベース プロジェクトに自動的に移行することができます。SSDT の詳細については、

「第 9 章 SQL Server Data Tools」を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms178091(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms178091(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms187720(v=sql.110).aspx
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別の方法として、CREATE ASSEMBLY ステートメントを使用して SQL CLR アセンブリ

を SQL Server 2012 に手動で配置する方法もあります。 

その他のリファレンス 

その他、CLR オブジェクトのアップグレードに関する最新のリファレンスについて

は、次のリンクを参照してください。 

 サポートされている .NET Framework ライブラリ 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms403279(v=sql.110).aspx) 

 .NET Framework 4.5 移行ガイド 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff657133.aspx) 

 SQL Server CLR ホスト環境におけるテストされていない .NET Framework アセ

ンブリのサポート ポリシー  

(http://support.microsoft.com/kb/922672) 

 SQL Server 2012 におけるデータベース エンジン機能の重大な変更 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179.aspx) 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms403279(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff657133.aspx
http://support.microsoft.com/kb/922672
http://support.microsoft.com/kb/922672
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143179.aspx
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第 14 章: SQL Server 管理オブジェクト 

概要 

SQL Server 管理オブジェクト (SMO) は、Microsoft SQL Server をプログラムから管理

するために設計された一連のオブジェクトです。SMO を使用すると、カスタマイズ

された SQL Server 管理アプリケーションを作成できます。 

SMO オブジェクト モデルは、SQL 分散管理オブジェクト (SQL-DMO) のオブジェク

ト モデルを拡張し、その代わりとなるものです。SQL-DMO と比較して、SMO はパ

フォーマンス、制御性、使いやすさが向上しています。ほとんどの SQL-DMO 機能

は SMO にも含まれており、SQL Server の新機能をサポートするさまざまなクラスが

追加されています。 

SMO は、SQL Server 2005、SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2、SQL Server 2012 

と完全な互換性があるほか、SQL Server 2000 とも部分的に互換性があるため、複数

のバージョンから成る環境を簡単に管理できます。 

SMO を使用するアプリケーションを開発する場合は、SQL Server をインストールす

るときにクライアント ツール SDK を選択してください。SQL Server をインストール

せずにクライアント ツール SDK をインストールするには、SQL Server 2012 Feature 

Pack から共有管理オブジェクトをインストールする必要があります。SQL Server 

2012 Feature Pack に含まれる共有管理オブジェクトの .msi を使用すると、アプリ

ケーションの実行環境のコンピューターに SMO 管理オブジェクトを確実にインス

トールできます。 

SMO は、Microsoft System.Data.SqlClient オブジェクト ドライバーを使用して、SQL 

Server のインスタンスに接続し、通信します。SMO クライアントには、SQL Server 

Native Client (SQL Server に付属) と .NET Framework 2.0 が必要です。SMO を使用し

てアプリケーションを開発するには、Microsoft Visual Studio 2010 がインストールさ

れている必要があります。 

アップグレードのための準備 

SQL Server 2012 にアップグレードする前に、非推奨となった機能や廃止された機能

を調べる必要があります。 

非推奨機能 

SQL Server 2012 では、SQL Server 2005、SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2 のい

くつかの機能が非推奨となりました。SQL Server 2012 SMO にアップグレードする際

は、推奨されない機能を変更、削除するなど、コードの修正が必要となります。非推

奨となった機能の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL 

Server 2012 データベース エンジンの非推奨機能」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143729(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143729(v=sql.110).aspx
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SMO ライブラリには非推奨のオブジェクトがいくつか存在しますが、それらは将来

の SQL Server バージョンで削除される予定です。SQL Server 2012 で非推奨となった 

SMO オブジェクトを表 1 に示します。詳細については、SQL Server 2012 オンライ

ン ブックの「SQL Server 2012 の非推奨管理ツール機能」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc879341(v=SQL.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

表 1: SMO の非推奨オブジェクト 

機能 非推奨の段階 

Microsoft.SQLServer.Management.Smo.Information クラス 告知 

Microsoft.SQLServer.Management.Smo.Settings クラス 告知 

Microsoft.SQLServer.Management.Smo.DatabaseOptions クラス 告知 

Microsoft.SqlServer.Management.Smo.DatabaseDdlTrigger.NotForReplication 

プロパティ 

告知 

廃止された機能 

SQL Server 2012 SMO にアップグレードする際は、廃止された機能を変更、削除する

などしてコードを修正する必要があります。データベース エンジンで廃止された一

般的な機能の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 

2012 で廃止されたデータベース エンジンの機能」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms144262(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

SQL-DMO は SQL Server 2012 には含まれていないので注意が必要です。SQL-DMO 

の機能を今も使用している場合は、SMO に切り替える必要があります。SMO への 

SQL-DMO のマッピングの詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「SQL-DMO の SMO へのマッピング」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms162159(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

SQL Server 2005/2008/2008 R2 からのアップグレード 

SMO のアプリケーションとツールは SQL Server エンジンから独立しており、いつで

もアップグレードすることができます。アップグレードしても、データベース エン

ジンのアップグレード プロセスには影響しません。Microsoft の開発チームによっ

て、以前のバージョンとの互換性が最大限維持されています。以前のバージョンの 

SQL Server を使用して作成された SMO アプリケーションは、従来の機能を使用して 

"現状のまま" 実行できるほか、SQL Server 2012 の SMO を使用して再コンパイルす

ることもできます。 

SMO は一連の Microsoft .NET Framework アセンブリとして実装されていることか

ら、SMO を使用するには、.NET Framework 3.5 の共通言語ランタイムがインストー

ルされている必要があります。SMO アセンブリは、SQL Server SDK インストール オ

プションにより、既定でグローバル アセンブリ キャッシュ (GAC) にインストールさ

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc879341(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144262(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms162159(v=sql.110).aspx
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れます。リリース番号 11.0.0.0 では、これらのアセンブリが C:¥Program Files 

(x86)¥Microsoft SQL Server¥110¥SDK¥Assemblies¥ に格納されます (図 1 を参照)。 

 

図 1: SMO アセンブリの既定の場所 

SQL Server 2012 に付属する SMO ライブラリは .NET Framework 3.5 を対象にビルド

されていますが、.NET 3.5 と .NET 4.0 のいずれのランタイムを対象とするマネージ 

アプリケーションからも利用できます。どの .NET ランタイムを対象とするかは、ア

プリケーション開発者が自由に選択できます。たとえば、.NET 3.5 を対象にビルドさ

れたマネージ アプリケーションを SQL Server 2012 SMO で管理することになって

も、.NET 4.0 ランタイムに移行せずに済むのは大きな利点です。 

SMO プロジェクトを再コンパイルする際は、あらかじめ以前の SMO の DLL への参

照を削除し、SQL Server 2012 に付属する新しい SMO の DLL で置き換える必要があ

ります。 

SMO プロジェクトからは、最低でも次のアセンブリを参照します。 

 Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo 

 Microsoft.SqlServer.Smo 

 Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc 

SmoEnum.dll は削除されたため、この DLL への参照は SMO プロジェクトから削除す

る必要があります。 

コードで Server.GetSqlSmoObject(Urn) のような Urn 機能が使われている場合はさら

に、Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc 名前空間を参照し、リンクする必要が

あります。コードで Transfer オブジェクトを直接使用している場合は、

Microsoft.SqlServer.Management.SmoExtended 名前空間へのリンクが必要になりま

す。SMO アセンブリの詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「ファイルとバージョン番号」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms162161(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms162161(v=sql.110).aspx
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SMO と PowerShell 

SQL Server 2012 は Windows PowerShell をサポートしています。これは、管理者や

開発者がサーバー管理やアプリケーション配置を自動化できる強力なスクリプティン

グ シェルです。Windows PowerShell 言語では Transact-SQL (T-SQL) スクリプトより

も複雑なロジックがサポートされ、SQL Server 管理者は堅牢な管理スクリプトを構

築できます。Windows PowerShell スクリプトは他の Microsoft サーバー製品の管理

にも使用できます。そのため、管理者はサーバー間で共通のスクリプト言語を使用で

きるようになります。 

SQL Server 2012 PowerShell コンポーネントを使用して管理できるのは、SQL Server 

2000 以降のインスタンスです。SQL Server 2005 のインスタンスは SP2 以降、SQL 

Server 2000 のインスタンスは SP4 以降を実行している必要があります。以前のバー

ジョンの SQL Server で SQL Server 2012 PowerShell コンポーネントを使用した場

合、そのバージョンに対応した機能しか利用できません。 

SMO を PowerShell に読み込んでスクリプトを実行するには、次の方法を利用してく

ださい。 

 sqlps という名前のモジュールを使用する 

Import-Module SQLPS -DisableNameChecking 

 PowerShell 2.0 の AddType コマンドレットを使用して SMO アセンブリを読み

込む 

Add-Type -AssemblyName "Microsoft.SqlServer.Smo" 

 より確実な方法でアセンブリを読み込む 

[reflection.assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SqlServer.Smo") 

PowerShell ランタイムは、最新バージョンの SMO アセンブリを読み込みます。最新

バージョンの SMO アセンブリには以前のバージョンの SQL Server との完全な互換

性があるため、既存の PowerShell スクリプトも修正せずに利用できます。 

結論 

SQL Server 2012 へ SMO プロジェクトをアップグレードするのはごく簡単です。 

新しい DLL を参照して既存のアプリケーションを再コンパイルすることで、新しい 

SMO ライブラリが公開する新機能を AlwaysOn 可用性グループの管理などに利用で

きます。 

その他のリファレンス 

その他、SQL Server 2012 への SMO プロジェクトのアップグレードに関する最新の

リファレンスについては、次のリンクを参照してください。 
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 概要 (SMO)  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms162557(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 2012 の Web サイト 

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 開発者向け技術情報  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server TechCenter 

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms162557(v=sql.110).aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
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第 15 章: ビジネス インテリジェンス ツール 

概要 

SQL Server 2012 のビジネス インテリジェンス (BI) ツールとデータ ビジュアライ

ゼーション ツールには、企業やユーザーの各種レポート要件を満たす幅広い選択肢

が用意されています。これらのツールは、データやレポート コンテンツの計画、検

討、管理に携わるユーザーと IT プロフェッショナルを対象に公開されています。こ

の章では、他の章で詳しく取り上げるアプリケーションも含め、すべての BI ツール

を紹介します。ツールとその機能についての大まかな説明が中心ですので、実際の

アップグレードの計画と実行に必要な背景情報や詳細情報については、該当する章を

参照してください。 

BI ツールのユーザー 

BI には、企業内のさまざまな役割を担う担当者が関与します。ユーザーと技術の専

門家とでは、各種のツールの見方や使用目的が異なります。一般に、BI ツールを利

用するユーザーは、ビジネス インフォメーション ワーカー、ソフトウェア開発者、

システム管理者の 3 つのカテゴリに分けられます。 

ビジネス インフォメーション ワーカー 

一般に、インフォメーション ワーカーの目的は、複雑なレポートを作成するというよ

りは、情報を詳しく調べ、答えを見つけることにあります。そこで必要とされるのは

使いやすいツールです。技術的なスキルをさほど駆使せずに、データをざっと見て、

簡単なレポートをすばやく作成できることが求められます。レポートを作成し、特定

の問題やニーズへの答えを見つけたら、レポートを破棄するか、再利用できるように

個人的に保存するという使い方が一般的です。インフォメーション ワーカーは、タス

クごとに別個のレポートを作成する傾向にあります。同様のニーズを抱える他の人々

とそれらのレポートを共有することもあれば、共有しないこともあります。インフォ

メーション ワーカーが主に利用するツールとしては、次のようなものがあります。 

 Excel 2010 

 PowerPivot for Excel 2010 アドイン 

 レポート ビルダー 

 SharePoint 2010 の Power View 
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ソフトウェア開発者 

ソフトウェア開発者は、ビジネス ルールを処理する複雑なクエリとカスタム プログ

ラミング コードを記述し、条件に基づく書式設定や動作をレポートに組み込みま

す。開発者は、慣れ親しんだプログラミング ツールに似た、SQL Server Data Tools 

(SSDT) のレポート デザイナー環境で作業することを好みます。SSDT をはじめとする

各種エディションの Visual Studio 2010 は、複数のプロジェクトから成るソリュー

ションの管理、バージョン管理、チーム コラボレーションをサポートします。レ

ポートのデザインとアプリケーションの開発は異なりますが、カスタム ダッシュ

ボードやカスタム アプリケーションにはレポートを統合することができます。レ

ポートのデザインは、方法によっては、ソフトウェアの開発と比べて時間も手間もか

かりません。高度なレポート デザインになると、コードの記述のほか、カスタム コ

ンポーネントの開発を伴うこともあります。 

システム管理者 

システム管理者の関心は通常、サーバーやインフラストラクチャのセットアップと定

期的な保守によってレポート ソリューションの稼働状態を保つことです。一般に、

管理者の時間と労力は、セキュリティを管理したり、効率の向上のためにシステムを

最適化したりすることに費やされます。Reporting Services には、大規模な実装環境

で特に重要となる管理コンポーネントが備わっています。 

組織の規模が比較的小さい場合、システム管理者、開発者、レポート デザイナーの

役割を同じ担当者が兼務することもあります。そのような担当者が管理者として BI 

のプロジェクトやコンポーネントに使用する主要な管理ツールは、SQL Server 

Management Studio (SSMS)、各種構成ツール、そして SQL Server Profiler です。

Reporting Services に関しては、ネイティブ モードではレポート マネージャーを使用

し、SharePoint 統合モードのレポートには SharePoint のコンテキスト メニューを使

用します。SharePoint における他の BI コンテンツに関しては、コンテキスト メ

ニューと SharePoint 構成ページを使用します。 

BI ツールの概要 

"BI ツール" とは、Windows の [スタート] メニュー、SharePoint、Office アプリケー

ション アドインなど、さまざまな場所に用意されている各種の構成アプリケーショ

ンと設計アプリケーションの総称です。まずこれらのツールを列挙し、それらが置か

れている場所を紹介します。利用可能なツールの多くは、Windows の [スタート] メ

ニューからアクセスできます (図 1 を参照)。 
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図 1: Windows の [スタート] メニューに表示された SQL Server 2012 のツールと

ショートカット 

この章では、これらのメニュー項目のほか、以下の BI ツールについて取り上げま

す。 

 インポートおよびエクスポート ウィザード 

 SQL Server Data Tools 

 SQL Server Management Studio 

 Analysis Services 配置ウィザード 

 Reporting Services 構成マネージャー 

 Integration Services 配置ウィザード 
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 Integration Services プロジェクト変換ウィザード 

 SQL Server Profiler 

この構成の [スタート] メニューに表示されていませんが、これ以外に次のような

ツールがあります。 

 レポート ビルダー 

 PowerPivot for Excel 2010 アドイン 

 Power View 

 Office 2007 用データ マイニング アドイン 

 PerformancePoint ダッシュボード デザイナー 

インポートおよびエクスポート ウィザード 

インポートおよびエクスポート ウィザードは、データ ソースからデータを読み取っ

て変換するための SQL Server Integration Services (SSIS) パッケージを作成、利用す

るシンプルなインターフェイスです。SSIS の機能を利用すると、SSIS でサポートさ

れるさまざまなファイル形式やデータベース製品との間で、データのインポートとエ

クスポートが可能です。ウィザードには 2 つのバージョンがあり、それぞれ 32 ビッ

トまたは 64 ビットのランタイム環境向けに最適化されています。また、プラット

フォーム固有のサポートを必要とする一部のデータ ソースについては、対応する

データ アクセス コンポーネントとデータ プロバイダーが使用されます。 

SQL Server リレーショナル インスタンスに接続されているときは、インポートおよ

びエクスポート ウィザードを SSMS から起動することもできます。SSMS ではイン

ポートとエクスポートのメニュー項目が独立していますが、実際に起動されるツール

や、変換元アダプターと変換先アダプターに関して設定される既定値は同じです。 

インポートおよびエクスポート ウィザードのユーザー インターフェイスは以前の

バージョンから大きく変わっていませんが、更新されたデータ プロバイダーはサポー

トされておらず、最新の SSIS 2012 アーキテクチャは利用されません。ウィザードを

通じて作成した SSIS パッケージはすぐに実行でき、その後必要に応じてファイル シ

ステムまたは SQL Server インスタンスに保存することができます。データのインポー

トおよびエクスポート ウィザードは、単純にデータをインポートまたはエクスポート

する際に使用してください。SSIS プロジェクトの出発点としてはパッケージを使用で

きます。詳細については、「SQL Server インポートおよびエクスポート ウィザードを

実行する」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms140052(v=sql.110).aspx) を参照

してください。 

SSIS のアップグレード パスについては、「第 17 章 Integration Services」で取り上げ

ます。SSIS のパッケージおよびプロジェクトをアップグレードするにあたっての具

体的な手順や注意点については、そちらの章を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms140052(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms140052(v=sql.110).aspx
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SQL Server Data Tools 

SQL Server Data Tools (SSDT) は、開発者や高度なソリューションのデザイナーが BI 

プロジェクトの設計や管理に使用する主要なアプリケーションであり、Visual Studio 

2010 ソリューション設計環境シェルに統合されています。以前は Business 

Intelligence Development Studio (BIDS) という名称でしたが、SQL Server 2012 で全

面的な見直しが施され、新たに SSDT という名前が付けられました。SSDT は、SQL 

Server 2012 のインストール メディアから SQL Server クライアント ツールと一緒に

インストールされます。 

SQL Server 2012 クライアント ツールのインストール前後にいずれかのエディション

の Visual Studio 2010 をインストールした場合、[スタート] メニューのショートカッ

トから SSDT または Visual Studio 2010 を開くと、どちらも同じ結果になります。他

の Visual Studio プロジェクト タイプの中に BI プロジェクト テンプレートが追加さ

れ、SSDT または Visual Studio 2010 のショートカットを使用して BI プロジェクトを

作成できるようになります。SSDT では、使用するプロジェクトの種類に関係なく、

いくつかのツール バーが利用できるほか、次の種類のプロジェクトが用意されていま

す。 

 Analysis Services 多次元およびデータ マイニング 

 Analysis Services 表形式 

 Integration Services 

 Reporting Services 

 データベース 

また、[新しいプロジェクト] ダイアログ ボックスには、各種ウィザードを起動する

テンプレートが表示され、インポートされたオブジェクトからプロジェクトを作成す

ることができます。その中には、サーバー データベースからインポートされる 

Analysis Services 多次元プロジェクト、サーバー データベースからインポートされる 

Analysis Services 表形式プロジェクト、PowerPivot Excel ブック ファイルからイン

ポートされる Analysis Services 表形式プロジェクトなどがあります。Reporting 

Services プロジェクトは、レポート サーバー プロジェクト ウィザードを使用して作

成することもできます。この機能は、以前のバージョンの BIDS とまったく同じよう

に動作します。SQL Server グループからプロジェクトの種類として "データベース" 

を選択すると、Web Platform Installer を使用してデータベース プロジェクト テンプ

レートをダウンロードし、インストールするように求められます (図 2 を参照)。 
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図 2: SSDT データベース プロジェクトの Web Platform Installer 

SSDT データベース プロジェクト 

SSDT データベース プロジェクトでは、SQL Server データベースのデータベース オ

ブジェクトを作成、同期、管理する Transact-SQL (T-SQL) スクリプトを開発できま

す。SSDT によって、コード補完、IntelliSense、比較機能、豊富なバージョン管理機

能など、慣れ親しんだ Visual Studio の開発ツールやデバッグ ツールをそのままデー

タベースの開発に活かせるようになりました。開発者は、SSDT データベース プロ

ジェクトの充実したツールを利用して、すべてのデータベース オブジェクトを作

成、更新するデータベース スキーマの配置スクリプトを生成できます。また、ス

キーマの変更管理とデータをひとまとめにしたポータブルなデータベース バック

アップ パッケージを SSDT データベース プロジェクトで作成することもできます。

このツールについては、「第 9 章 SQL Server Data Tools」で取り上げます。開発者

をはじめとするデータベース担当者は、SSDT データベース プロジェクトが備えてい

る宣言型のモデル ベース ツールを使用して、オンプレミス データベースや SQL 

Azure データベースとして利用するデータベースやデータベース オブジェクトをオ

ンラインまたはオフラインで開発することができます。Visual Studio 2010 データ

ベース プロジェクトは、より新しい SSDT データベース プロジェクトに変換するこ

とができます。変換の手順と考慮事項については、「VS 2010 のデータベース プロ

ジェクトを SSDT のデータベース プロジェクトに変換してターゲットを別のプラッ

トフォームに変更する方法」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/hh272689(v=VS.103).aspx) を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh272689(v=VS.103).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh272689(v=VS.103).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh272689(v=VS.103).aspx
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Reporting Services プロジェクト 

SQL Server 2008 および SQL Server 2008 R2 用に作成されたレポート定義ファイルを 

SQL Server 2012 にアップグレードする必要はありません。以前のバージョンのプロ

ジェクトは SSDT 2012 で開くとアップグレードされます。SQL Server 2008 用に作成

されたレポートは、必要に応じて 2008 R2 標準にアップグレードできます。SQL 

Server 2012 では、レポート定義言語 (RDL) のバージョンアップはありません。SQL 

Server Reporting Services (SSRS) 2008 と SSRS 2008 R2 という 2 つの互換性モードの

いずれかでレポートを配置できます。Reporting Services プロジェクトのアップグ

レードを計画する際の指針とレポート サーバーに配置されたレポートのアップグ

レードについては、「第 18 章 Reporting Services」を参照してください。 

BI Semantic 表形式モデル プロジェクト 

BI Semantic 表形式モデル プロジェクト タイプは SQL Server 2012 で導入されまし

た。SSDT のデザイナー環境には、PowerPivot for Excel 2010 アドインと多くの類似

点があります。ただし大きく異なる点もあり、表形式モデルのデータとメタデータ

は、 

設計段階であっても、表形式ストレージ用に構成されたライブ SQL Server 2012 

Analysis Services (SSAS) インスタンスに保存されます。つまり、開発にあたっては、

開発用 SSAS データベース サーバーに接続できるか、ローカル インスタンスがイン

ストールされている必要があります。図 3 に、SSDT における表形式モデル プロジェ

クトのデザイナーを示します。 

 

図 3: 表形式モデル プロジェクトのデザイナー 
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SQL Server Management Studio 

SSMS は単なる BI ツールではありません。SSMS は、SQL Server のすべてのサービス

とオブジェクトを一元管理するツールです。SQL Server 2008 と SQL Server 2008 R2 

のデータベースおよびサービスに関して、SSMS のアップグレードに関する考慮事項

はごくわずかです。SSMS を使用して以前のバージョンの SQL Server をアップグ

レードしたり、SQL Server 2012 の新機能を管理したりする方法の詳細については、

「第 2 章 管理ツール」を参照してください。 

SQL Server データベース エンジン、Analysis Services、Reporting Services に関連し

たソリューションの開発と管理を視野に、SQL Server 2012 では多くの機能が強化さ

れ、ユーザー インターフェイスが改善されました。SSDT と同様、SSMS には Visual 

Studio のシェルが活かされており、より充実した支援機能と互換性が実現されてい

ます。SSMS は、SQL Server 2012 へのアップグレードに欠かすことのできない重要

なツールです。以前の SQL Server バージョンのデータベース オブジェクトをスクリ

プト化し、変換することができます。旧バージョンとの互換性とデータベースのアッ

プグレード機能は、SQL Server 2005 (90) まで提供されます。データベースはアップ

グレードにのみ対応しています。変換することはできないので注意してください。

アップグレードの際に互換性のあるエディションと製品バージョンに関する具体的な

考慮事項や詳細を確認するには、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 

Management Studio の使用」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms174173(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

Analysis Services 配置ウィザード 

Analysis Services 配置ウィザードは、XML データベース定義ファイルとオプションの

構成ファイルを SSAS サーバーに配置する目的で使用します。これらのファイルは、

SSDT Analysis Services の多次元プロジェクトから [プロジェクトのビルド] オプショ

ンを使用して作成されます。また、"配置して処理" のアクションでも配置スクリプ

トが構築され、プロジェクト ファイル フォルダーの bin フォルダーにこれらのファ

イルが格納されます。 

Analysis Services 配置ウィザードは SQL Server 2008 R2 から大きく変わっていませ

ん。詳細およびオプションについては、「配置ウィザードを使用したモデル ソ

リューションの配置」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms176121(v=sql.110).aspx) を参照してください。Analysis Services プロ

ジェクトの具体的なアップグレード方法については、「第 16 章 Analysis Services」

を参照してください。 

Reporting Services 構成マネージャー 

Reporting Services 構成マネージャーを使用すると、ネイティブ モードの SSRS イン

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms174173(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms174173(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms176121(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms176121(v=sql.110).aspx
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スタンスを構成、管理できます。従来のように、SharePoint 2010 に統合された SSRS 

の管理と設定には使用しません。これは、以前の製品バージョンから大きく変わった

点です。このツールの用途の詳細については、「Reporting Services 構成マネー

ジャー (SSRS)」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms156305(v=sql.110).aspx) 

を参照してください。 

SharePoint 統合モードのすべての構成設定は、SharePoint サーバーの全体管理サイト

を使用して行います。SharePoint 統合モードの Reporting Services インスタンスをネ

イティブ モードに変更するには、構成マネージャーを使用し、レポート サーバーの

コンテンツ データベースを新たにネイティブ モードで作成します。ネイティブ モー

ドのインスタンスを SharePoint 統合モードに移行するには、Central Administrator を

使用します。どちらの場合も、既存のレポートのコンテンツは移行されません。レ

ポート サーバーの既存のコンテンツを移行する場合は、レポート、共有データ ソー

ス、データセットをファイル システム内のファイルに保存したうえで、SharePoint ま

たは SSDT レポート プロジェクトを使用してアップロードする方法をお勧めします。

レポート サーバー インスタンスの移行およびネイティブ モードと統合モードの切り

替えの詳細については、「レポート サーバーの構成と管理 (Reporting Services 

SharePoint モード)」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms159624(v=sql.110).aspx) 

を参照してください。 

Integration Services 配置ウィザード 

新しい SQL Server Integration Services の大きな特長は、SSISDB カタログにパッケー

ジを保存できるようになったことです。以前のバージョンの SSIS には、配置と保存

に関して 2 つの選択肢がありました。サーバー上のファイル システムにパッケージ

を保存する方法と、SQL Server のストレージ モードを使用して MSDB データベース

にパッケージを配置する方法です。パッケージの設計と管理には BIDS プロジェクト

を使用できましたが、パッケージは独立したオブジェクトとして保存、管理されてい

ました。SQL Server 2012 ではこのパラダイムが変更され、プロジェクト配置モデル

が導入されています。SSDT からプロジェクトを配置するとき、プロジェクトとそれ

を構成するパッケージがプロジェクト配置モードに適合しているかどうか (パッケー

ジ配置モードにしか適合していないかどうか) を [パッケージ配置モデルに変換] ダイ

アログ ボックスで確認し、互換性を確保することができます。 

Integration Services プロジェクト変換ウィザード 

このセクションでは、Integration Services プロジェクトの変換ウィザードの概要を説

明します。SSIS プロジェクト アップグレードの計画と実施についての包括的なガイ

ダンスについては、「第 17 章 Integration Services」を参照してください。 

以前の製品バージョンで作成された SSIS パッケージは 3 とおりの方法でアップグ

レードできます。具体的には、SSMS からアップグレードする方法、SSDT からアッ

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms156305(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms156305(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms159624(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms159624(v=sql.110).aspx
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プグレードする方法、ファイル システム (コマンド プロンプト) からアップグレード

する方法です。以前のバージョンの SSIS プロジェクトのパッケージをアップグレー

ドするには、既存のプロジェクトを SSDT で開きます。右クリック メニューを使用

して、各パッケージを個別にアップグレードすることができます。すべてのパッケー

ジをアップグレードするには、ソリューション エクスプローラーで [SSIS パッケー

ジ] ノードを右クリックし、表示されるメニューから [すべてのパッケージをアップ

グレード] を選択します。 

以前の SQL Server ストレージ モードまたはファイル システム ストレージ モードを

使用して保存されたパッケージをアップグレードするには、SSMS を使用します。

Integration Services インスタンスに接続したうえで、[格納されたパッケージ] ノード

を展開してください。[ファイル システム] ノードまたは [MSDB] ノードを右クリック

し、[パッケージのアップグレード] をクリックします。 

変換ウィザードをスタンドアロンのアプリケーションとして実行することもできま

す。その場合は、コマンド プロンプトを使用するか、ショートカットを作成しま

す。C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥110¥DTS¥Binn フォルダーに格納されて

いる SSISUpgrade.exe ファイルを探してください。 

Integration Services プロジェクトの変換ウィザードでは、変換するパッケージまたは 

SSIS プロジェクトのバックアップ コピーを保存できます。バックアップ コピーを保

存したうえで、ファイルを変換し、SQL Server 2012 Integration Services で操作でき

ます。ウィザードによって作成されるバックアップ フォルダーと変換済みのファイ

ルの場所は、ウィザードの起動手段によって異なる場合があります。詳細について

は、「SSIS パッケージ アップグレード ウィザードを使用した Integration Services 

パッケージのアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc280547(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

SQL Server Profiler 

SQL Server Profiler は、BI ソリューションを最適化したり、問題のトラブルシュー

ティングを行ったりするうえで欠かすことのできないツールです。クエリの実行をト

レースすることによって、SQL Server リレーショナル エンジンまたは多次元エンジ

ンがクエリをステップ単位に分割し、内部的にクエリを管理するようすを確認するこ

とができます。接続やセキュリティの構成上の問題をデバッグする場合にも有効活用

できます。 

SQL Server Profiler ツールそのものは SQL Server 2012 で大きく変わっていません。

しかし、いくつかのサービスに、パフォーマンスの監視とイベントの監査に利用でき

るイベントやカウンターが新たに追加されました。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc280547(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc280547(v=sql.110).aspx
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レポート ビルダー 

SQL Server 2012 に用意されているレポート ビルダーのデザイン ツールは、SQL 

Server 2008 R2 のレポート ビルダー 3.0 と共通部分が多く、同じ機能セットを搭載し

ています。SQL Server 2005 に用意されていたレポート ビルダー ツール (以降 Report 

Builder 1.0 と呼びます) は、第 1 世代のセマンティクス レポート モデルおよびレ

ポート モデル プロジェクトと共に、SQL Server 2012 では非推奨となりました。 

Reporting Services をネイティブ モードまたは SharePoint 統合モードでインストー

ルすると、既定でレポート ビルダーが利用できます。レポート ビルダーは、レポー

ト マネージャーを使用して Web ブラウザーから直接起動 (ネイティブ モード) する

ことも、ドキュメント ライブラリから起動 (SharePoint 統合モード) することもでき

ます。レポート ビルダーは、ユーザーがレポート サーバーまたは SharePoint サイト 

コレクションからレポート ビルダーを初めて開くときに、そのユーザーのデスク

トップに .NET ClickOnce アプリケーションとしてインストールされます。別のサイ

ト コレクションまたはレポート サーバーにユーザーが移動した場合は、その都度レ

ポート ビルダーをインストールするように求められる点に注意してください。これ

は想定されている動作です。 

レポート ビルダーをネイティブ モードで開き、新しいレポートを作成するには、レ

ポート マネージャー (通常、既定では http://<サーバー名>/Reports) に移動し、任意の

レポート フォルダーのツール バーで [レポート ビルダー] ボタンをクリックします。 

配置されている既存のレポートをレポート ビルダーで編集するには、レポート マ

ネージャーで目的のレポート名にマウス ポインターを合わせて下矢印をクリック

し、[レポート ビルダーでの編集] を選択します。SharePoint のコンテキスト メ

ニューもまったく同じように動作します。 

SharePoint 統合モードでレポート ビルダーを使用して新しいレポートを作成するに

は、ドキュメント ライブラリの構成で "レポート ビルダー レポート" のコンテンツ 

タイプを追加する必要があります。コンテンツ タイプをライブラリに追加する方法

については、「レポート サーバー コンテンツの種類をライブラリに追加する 

(Reporting Services の SharePoint 統合モード)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb326289(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

レポート ビルダーを開くには、ドキュメント ライブラリに移動し、[ライブラリ 

ツール] の [ドキュメント] タブを選択します。左側のリボンで、[新しいドキュメン

ト] メニューの [レポート ビルダー レポート] オプションを選択します。 

レポート ビルダーは、スタンドアロン アプリケーションとしてインストールし、

Windows の [スタート] メニューから起動することもできます。 

SQL Server 2012 のレポート ビルダーまたは SSDT で作成されるレポートの最も高い

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb326289(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb326289(v=sql.110).aspx
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互換性レベルは SQL Server 2008 R2 です。SQL Server 2008 の互換性を持つレポート

の配置には、レポート ビルダーと SSDT の両方を使用できます。2008 互換モードで

は、それよりも新しいバージョンに保存し直した場合、一部の機能が失われ、復元で

きなくなる場合があるので注意してください。 

PowerPivot for Excel 2010 アドイン 

Excel 2010 ブック ドキュメント内に保存される PowerPivot モデルを作成するには、

PowerPivot for Excel 2010 アドインを使用します。PowerPivot は、データの格納と集

計のためのテクノロジです。構造化されたデータを、関連する複数のテーブルで管理

し、高度な計算や分析をインメモリ集計を使って実行することができます。

PowerPivot は、非常に効率的なデータ圧縮によって、数千万件から数億件の行をき

わめて高速に保存、分析できます。その際に使用するコンピューター リソースも比

較的少なくて済みます。PowerPivot for Excel 2010 アドインは、データを Excel ド

キュメント内の特殊な構造に圧縮し、ローカルで保存するクライアント側テクノロジ

です。SharePoint 用 PowerPivot アドインが構成されている SharePoint 2010 

Enterprise Edition サイトに対してブックをパブリッシュする場合、PowerPivot は

サーバー側テクノロジとなります。この場合ユーザーは、各自のワークステーション

上の Excel 2010 を使用する必要はありません。SharePoint の Excel Services を使用し

て、Web ブラウザー内でデータを閲覧したり、対話的に操作したりすることができ

ます。 

PowerPivot モデルは、Excel ピボットテーブルまたはピボットグラフや、SharePoint 

2010 の Power View 視覚化ツールのほか、SQL Server 2012 BI Semantic 表形式モデル

を利用できる任意のレポート ツールで視覚化できます。PowerPivot モデルにおける

データのボリュームの上限は、Excel のファイル サイズの制限 (1 ファイルあたり 2 

GB) と一致します。これは SharePoint におけるドキュメント サイズの制限と同じで

す。両者が図らずも一致しているのは、リストとライブラリのデータを SharePoint 

SQL Server コンテンツ データベースに格納する際に使用されるデータ型によるもの

です。PowerPivot モデルに格納する値は、バイナリ、画像、XML、地理空間など、

構造化されたデータ型ではなく、テキストと数値に限定する必要があります。これら

のガイドラインに従えば、PowerPivot ブックを使用して大容量の圧縮データを格納

することができます。Excel 2010 用 PowerPivot アドインをダウンロードし、

PowerPivot について詳しく調べるには、PowerPivot 製品サイト 

(http://www.microsoft.com/en-us/bi/powerpivot.aspx) にアクセスしてください。 

PowerPivot for Excel 2010 アドインは SQL Server 2012 と共に更新されました。

PowerPivot の新しいグラフィカル リレーションシップ デザイナーを図 4 に示しま

す。改良されている点は他にもあります。たとえば、デスクトップ ユーザーのため

に SQL Server インスタンスをインストールしておく必要はありません。 

http://www.microsoft.com/en-us/bi/powerpivot.aspx


350 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

 

図 4: PowerPivot の新しいグラフィック リレーションシップ デザイナー 

PowerPivot for Excel 2010 アドインを使用して作成された PowerPivot ブックは、

2012 Excel アドインで開くとアップグレードされます。PowerPivot モデルをダウン

グレートして、2012 バージョンの Excel 2010 アドインを使用することはできませ

ん。PowerPivot ブックのモデルは、対応するブック ファイルを SSDT の表形式プロ

ジェクトにインポートすることにより、BI Semantic 表形式モデルにアップグレード

することができます。 

Power View 

Power View は、SQL Server 2012 の BI および SharePoint に関連して追加された最も

注目すべき機能の 1 つです。このツールは、ビジネス ユーザーを視野に入れた強力

なデータ ビジュアライゼーションを可能にします。Power View は、本格的なビジネ

ス データ分析に耐える能力と実用的な機能のみならず、使いやすさも兼ね備えてい

ます。SSDT レポート デザイナーやレポート ビルダーと違って、Power View は単な

るレポート デザイン ツールではありません。よりグラフィカルかつ実用的な形で情

報を閲覧、視覚化できるユーティリティです。ビジネス ユーザーは、作り込まれた

セマンティック モデルを利用してデータの本質を明らかにし、インパクトのあるプ

レゼンテーションを行うことができます。 

データ ソースとして、SharePoint 2010 にパブリッシュされた PowerPivot ブック

か、Analysis Services の表形式インスタンスに格納された BI Semantic 表形式モデル

を使用できます。SharePoint 2010 では、パブリッシュされた PowerPivot ブックから

直接 Power View を起動できるほか、SharePoint 接続ライブラリに定義されている 

BISM 接続または RSDS 接続から起動することもできます。いずれかの接続を介して 

PowerPivot ブックまたは表形式モデルに接続することができます。 
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このツールは、高度な対話操作に対応しています。図 5 は、Power View レポート

と、それに関連するさまざまなビジュアルを示したものです。右側にある横棒グラフ

で航空会社の名前をクリックすると、それがスライサーのように機能し、左側の積み

上げ縦棒の系列グラフに強調表示されるデータがフィルタリングされます。 

 

図 5: 関連するさまざまなビジュアルとスライサー 

Power View は、SharePoint 2010 Enterprise Edition で SharePoint 2010 用 Reporting 

Services アドインと共にインストールされ、有効になります。また、パブリッシュさ

れた PowerPivot ブックで Power View を使用するには、SharePoint 2010 用 PowerPivot 

アドインがインストールされ、構成されている必要があります。 

Office 2007 用データ マイニング アドイン 

Office 2007 用 SQL Server 2008 データ マイニング アドインは、SQL Server 2012 およ

び Office 2010 の組み合わせで動作します。ただし、現在サポートされているのは 32 

ビット バージョンの Excel のみです。Excel アドインを機能させるには、Analysis 

Services インスタンス (2008、2008 R2、2012 のいずれか) が必要となります。以前の

バージョンの Office に既存のコンテンツが存在する場合も、特に必要な手順はありま

せん。Office 2007 用データ マイニング アドインは、Microsoft ダウンロード セン

ター (http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?displaylang=en&id=7294) 

からダウンロードしてインストールできます。 

PerformancePoint ダッシュボード デザイナー 

SharePoint 2010 ダッシュボード デザイナーは特定のバージョンの SQL Server に依

存せず、SQL Server 2012 へのアップグレードにあたって必要な作業はありません。

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?displaylang=en&id=7294
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?displaylang=en&id=7294
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ダッシュボードとレポート コンテンツで使用するリレーショナル データ、多次元モ

デル、表形式モデルは、以前のバージョンの SQL Server のものでも、最新バージョ

ンの SQL Server のものでもかまいません。 

BIDS プロジェクトを SSDT プロジェクトにアップグレードす

るための準備 

BIDS プロジェクトを SSDT プロジェクトにアップグレードするための手順とプロセ

スを以下にまとめました。 

 アップグレードするプロジェクトを特定します。 

 プロジェクト フォルダーとプロジェクト ファイルのバックアップ コピーを作

成します。 

 既存のデータベースと配置済みのオブジェクトを必要に応じてバックアップし

ます。 

 Visual Studio 変換ウィザードを使用してプロジェクト ファイルを変換しま

す。 

 変換レポートを見て、正常に変換されたことを確認します。 

 必要に応じて個々のオブジェクト ファイルを変換します。 

 変換済みの SSDT プロジェクトから新しいオブジェクトを配置します。 

実稼働環境のあらゆるソリューションに言えることですが、アップグレードのテスト

と検証は、データベースと配置済みオブジェクトのバックアップ コピーを使用し、

実稼働以外のサーバーで行ってください。Visual Studio 変換ウィザードや、プロジェ

クトの種類に応じた個々の変換ユーティリティによってバックアップは実行されます

が、これらのプロジェクト ファイルのマスター バックアップは常に別個のメディア

に作成することをお勧めします。プロジェクトをバックアップする際は、ソリュー

ション フォルダーのディレクトリ構造全体 (すべてのプロジェクトとサブフォルダー

を含む) をネットワーク共有フォルダーや外部ストレージ デバイスにコピーするのが

最も確実です。 

どのような構成の変更にもリスクはつきものです。徹底した復旧プランを設け、慎重

に行うことをお勧めします。SQL Server 2012 の一部の製品機能は、他の機能と比べ

て大きく変更されています。そのような強化された機能を今後利用する場合は、既存

のソリューションへの変更によって生じる可能性のある影響を考慮してください。プ

ロジェクトの種類ごとにアップグレードの注意事項を表 1 に示します。 
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表 1: 各種プロジェクトのアップグレードに関する注意事項 

SQL Server 2008 または SQL Server 2008 R2 を使って作成された、種類の異なる複数

のプロジェクトをアップグレードする場合、該当する SQL Server サービスの種類に

よってアップグレードの内容が異なる点に注意してください。それぞれのプロジェク

トの種類 (SSIS、SSAS、SSRS) は SQL Server 2012 のプロジェクトの種類にアップグ

レードされますが、それらのプロジェクトに含まれる個々のファイルのアップグレー

ド パスは違っている場合があります。SSAS や SSRS のオブジェクト定義ファイルと

比べ、Integration Services のオブジェクト定義ファイルは大幅に変更されています

が、中にはアップグレードする必要のないファイルも存在します。アップグレードの

必要なファイルについては、SQL Server 2008 および SQL Server 2008 R2 の BIDS で

作成されたファイルをアップグレードするように求めるメッセージが SSDT に表示さ

れ、該当するファイルは適切なバージョンに更新されます。 

プロジェクトの種類 

SQL Server 2008 R2 から 

2012 への変更 注意事項 

Integration Services 多くの新機能とアーキテクチャ

の変更が行われています。 

BIDS プロジェクトを SSDT に変換してくだ

さい。 

SSDT デザイナーで各パッケージを変換

し、テストします。すべてのパッケージを

まずテスト サーバーに配置し、十分にテス

トしたうえで、実稼働サーバーに再配置し

てください。 

互換性を確認するには、[パッケージ配置モ

デルに変換] を使用します。 

Analysis Services  

多次元 

サービスのアーキテクチャと

デザイン環境は似ています。 

BIDS プロジェクト ファイルのバックアッ

プ後に SSDT から再配置するか、既存の

データベースに対してインプレース アップ

グレードを実行します。 

Analysis Services  

表形式 

2012 の新機能。 プロジェクトを SSDT で設計するか、

PowerPivot ブックからインポートする必要

があります。 

Reporting Services サービスのアーキテクチャと

デザイン環境は似ています。 

レポート定義は変更されていません。BIDS 

プロジェクトのバックアップ後にインプ

レース アップグレードを実行するか、

SSDT から再配置します。 

データベース  

プロジェクト 

プロジェクトの種類が BIDS に

はありませんでした。 

以前の Visual Studio 2010 デー

タベース プロジェクトから大

幅に変更されています。 

元のプロジェクトとデータベースをバック

アップしてください。 

SSDT の SQL Server データベース プロジェ

クトへの変換ウィザードを使用してプロ

ジェクトをアップグレードし、新しいプロ

ジェクトをテストしたうえで配置します。 
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Windows で直接プロジェクトを開き、ファイル システムからプロジェクトを変換す

ることはできません。BIDS/Visual Studio 2008 のプロジェクトまたはソリューション

を Windows エクスプローラーから開いても、そのバージョンの BIDS デザイナーが

起動するだけです。プロジェクトをアップグレードするには、SSDT を起動したうえ

で、[ファイル] メニューからソリューションまたはプロジェクトを開くようにしてく

ださい。Visual Studio 変換ウィザードを図 6 に示します。 

 

図 6: Visual Studio 変換ウィザード (SSDT) 

ウィザードによって変換が完了すると、プロジェクト フォルダーに UpgradeLog.XML 

ファイルが追加されます。これを Internet Explorer で開くと、プロジェクトのアップ

グレードに関する詳細が表示されます (図 7 を参照)。 
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図 7: 変換レポート 

アップグレード後の作業と重大な変更 

プロジェクトの種類別にアップグレード後に行う具体的な作業と各プロジェクトの重

大な変更については、それぞれのツールの章で詳しく取り上げます。以下に、考慮す

べき制限と注意点をまとめます。 

 SSDT 2012 のデータベース プロジェクトに変換された Visual Studio 2010 の

データベース プロジェクトには、以下の内容が含まれません。 

o Server.sqlsettings などのプロパティや .sqlcmd ファイルに定義されてい

る SQLCMD の変数 

o 部分プロジェクト 

o 単体テスト プロジェクト 

o データ生成ファイル 

o 拡張機能ファイル 

 新しいプロジェクト配置モデルと互換性のないプロパティが一部の SSIS パッ

ケージに含まれている場合があります。そのようなパッケージを変換すると、

[パッケージ配置モデルに変換] ダイアログ ボックスで互換性が調査され、何

か制限があれば通知されます。 

 SSAS 表形式モデル プロジェクトには、SSAS 多次元モデル プロジェクトの一

部の機能が存在しません。これらのツールとアーキテクチャの違いは多岐にわ

たります。多次元キューブ プロジェクトを表形式モデル プロジェクトに置き

換える場合は、これらの違いを考慮してください。 

 多次元プロジェクトを表形式プロジェクトに移行するための変換オプションは

存在しません。 
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その他のリファレンス 

SQL Server 2012 のアップグレードに使用するツールを検討したり構成したりする際

は、次のリソースを参考にしてください。 

 BI 機能のインストール用チェック リスト 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh231668(v=sql.110).aspx) 

 サポートされているバージョンとエディションのアップグレード  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx) 

SQL Server Customer Advisory Team (SQLCAT) の Web サイト (http://sqlcat.com) で

は、SQL Server と SharePoint の BI ツールおよびアーキテクチャについて、構成に関

する指針やトラブルシューティングのヒントのほか、詳細な解説記事やホワイト 

ペーパーを入手できます。 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh231668(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
http://sqlcat.com/
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第 16 章: Analysis Services 

概要 

SQL Server Analysis Services (SSAS) は、高度なビジネス インテリジェンス ソリュー

ションの構築に必要な強力なクエリ エンジンと計算エンジンを備えています。さま

ざまなデータ ウェアハウス設計への対応、大量のデータを効率よく格納しインデッ

クスを作成する能力、複雑な計算を迅速に実行する能力、データ キャッシュ構造を

無駄なく管理する能力によって、SSAS は、今日の市場において他の大半の多次元ソ

リューションを大きくリードしています。SSAS は SQL Server に付属し、同じライセ

ンスの下で提供されるため、多くの組織が SSAS を導入し、多次元 OLAP レポートに

伴う課題を解決しています。 

Microsoft は SSAS 2000 で、その初代リリース (OLAP Services 7.0) の機能を高めるた

めに多くの新機能を取り入れました。個別のカウント メジャー、親子ディメンショ

ン、集計デザインの強化、データ マイニング機能などの機能によって SSAS 2000 は

その価値を高め、他のあらゆる多次元データベース エンジンを凌ぐ普及率を達成し

ました。 

SSAS 2005 では、そのプラットフォームを基に、より多くの、そしてより幅広いソ

リューションを開発、サポートできるように革新的機能を追加し、SSAS の価値をさ

らに高めるために多大な労力が費やされました。製品の基盤となるアーキテクチャの

見直しによって、スケーラビリティが向上し、OLAP と従来のレポートに求められる

モデルが統一されたほか、特定のソリューションの開発と管理が大幅に改善され、新

しい主要業績評価指標 (KPI) とデータ マイニング機能も追加されています。 

SSAS 2008 のリリースで SSAS の価値はさらに飛躍します。機能の拡充で、より多く

のビジネス シナリオ (時系列予測の向上など) に対応し、OLAP の開発者は、より効

率的で効果的なソリューションを生み出せるようになりました。開発者から寄せられ

た意見は、オブジェクトを効率よく簡単に作成できる刷新されたウィザードに活かさ

れています。そこには同時に、SQL Server 2005 のユーザー導入から得たベスト プラ

クティスが息づいており、デザイン ツールは、ベスト プラクティスからの逸脱をリ

アルタイムのフィードバックによって開発者に知らせます。SSAS 2008 にはグラフィ

カル ツールが新しく追加されました。開発者は、グラフィカル ツールを使用して、

属性のリレーションシップを構築したり、集計の調査、作成、変更、削除を行ったり

できます。多くのケースでクエリ パフォーマンスが従来よりも向上している点や、

データ マイニング モデルが追加されている点も、このリリースの特長です。 
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SQL Server 2008 R2 では、SSAS に的を絞った変更は特にありません。SQL Server 

2008 と比べると、SQL Server 2008 R2 で追加された SSAS 関連の新機能はさほど多

くありません。 

SQL Server 2012 では、SSAS が大幅に改良されています。表形式モデルが追加され、

Business Intelligence Semantic Model (BISM) が導入されました。アップグレードを実

行する際は、多次元モデルを引き続き使用するか、表形式モデルに切り替えるかを選

ぶ必要があります。多次元インスタンスから表形式モードへのアップグレードを明示

的に行うことはできません。ただし、表形式モデルのソリューションをサポートする 

SSAS のインスタンスを新たにインストールし、両方のインスタンスを並行して実行

することはできます。つまり、多次元のインスタンスをアップグレードするか、表形

式モデルの新しいインスタンスを追加できます。以前のバージョンの SQL Server に

表形式モデルは存在しないため、表形式モデルのアップグレードというものはありま

せん。詳細については、「表形式モードでの Analysis Services のインストール」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh231722(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

データ マイニング モデルのアップグレード方法については、「第 19 章 データ マイ

ニング」を参照してください。 

PowerPivot のアップグレード方法についての参照先は次のとおりです。 

 第 15 章 ビジネス インテリジェンス ツール 

 PowerPivot for SharePoint のアップグレード  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee210646.aspx) 

 PowerPivot for Excel と PowerPivot データのアップグレード  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg488724.aspx). 

アップグレードのための準備: インプレース アップグレードと

サイド バイ サイド アップグレード 

多次元モードであれば、インプレース方式でもサイド バイ サイド方式でも、SSAS 

2005、SSAS 2008、SSAS 2008 R2 から SSAS 2012 にアップグレードすることができ

ます。それでは、両方の方式を 1 つずつ見ていくことにしましょう。 

インプレース アップグレード 

インプレース アップグレードでは SSAS 2005、2008、2008 R2 のエンジンと関連

ツールが削除され、SSAS 2012 のものに置き換えられます。以前の SSAS データベー

スのメタデータは、アップグレード プロセスで SSAS 2012 に移されるので、アップ

グレード後のデータベースを改めて処理する必要はありません。 

インプレース アップグレードの完了後に存在するのは SSAS 2012 だけです。インプ

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh231722(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee210646.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg488724.aspx
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レース アップグレードは、後戻りのできないアップグレード方法です。インプレー

ス アップグレードに失敗した場合は、以前のバージョンにロールバックする必要が

あります。ただし、セットアップ プログラムの実行中にアップグレードの取り消し

を選択することはできます。SSAS 2012 へのアップグレード後、以前のバージョンの 

SSAS にロールバックする場合は、SSAS 2012 をアンインストールし、再起動した

後、以前のバージョンの SSAS を再インストールして、SSAS データベースを復元す

る必要があります。アップグレードの問題に起因するダウンタイムは深刻な影響を及

ぼす場合があるため、既存の SSAS データベースのバックアップは必須です。 

サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイド アップグレードでは、既存のバージョンの SSAS と共存する形

で、SSAS 2012 インスタンスをインストールします。従来のインスタンスはアンイン

ストールされるまで残ります。以前のバージョンの SSAS のデータベースはアップグ

レードの影響を受けないため、アップグレード プロセスの間もユーザーは旧バー

ジョンの SSAS のデータベースにアクセスすることができます。サイド バイ サイド 

アップグレードの完了後は、以前のバージョンの SSAS と SSAS 2012 の両方がインス

トールされた状態となります。データベース メタデータは、以前の SSAS 環境はそ

のままに、移動してテストすることができます。以前のバージョンの SSAS をアンイ

ンストールする場合は、SSAS 2012 を十分にテストしたうえで行ってください。 

注: サイド バイ サイド アップグレードの場合は、既存のサーバー環境を利用して

新規インストールすることも、新しいサーバーに SSAS 2012 をインストールする

こともできます。 

重要: サイド バイ サイド アップグレードを選択した場合、アップグレード プロ

セス中の可用性を向上でき、必要に応じて容易にロールバックできるだけでな

く、新旧のバージョンを同時に使用できることからテスト作業が簡単になりま

す。 

PowerPivot のサイド バイ サイド アップグレードを同じコンピューターで行うこと

はできません。ハードコーディングされたインスタンス名が存在するので、新しいイ

ンスタンスをインストールしようとするとエラーが発生します。新しいインスタンス

として別のコンピューターに配置してください。 

どちらの方法で SSAS 2005、2008、2008 R2 のインスタンスからアップグレードして

も、データベースのバージョンは最終的に SSAS 2012 になります。 

アップグレードのための準備: アップグレードに伴う潜在的な

問題の特定と評価 

SSAS 2005、2008、2008 R2 から SSAS 2012 へのアップグレードにインプレース 

アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードのどちらを選んだ場合でも、
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アップグレード中に問題が発生する可能性はあります。アップグレードの開始前にこ

のような問題の多くをレポートを通じて把握するために、、SQL Server 2012 に付属

する Microsoft SQL Server アップグレード アドバイザーを実行し、SSAS 2005、

2008、2008 R2 の既存のインスタンス上のデータベースを分析してください。 

SQL Server 2005 からアップグレードする場合、重大な問題がアップグレード中に発

生したかどうかをアップグレード アドバイザーで調べることができます。そのよう

な問題がアップグレード アドバイザーから報告された場合は、その推奨事項とガイ

ダンスに従って、問題の軽減につながる選択肢や対策を確認してください。このツー

ルをインストールして実行する方法の詳細については、「第 1 章 アップグレードの

計画と配置」を参照してください。問題のカテゴリによっては、アップグレード ア

ドバイザーで検出できなかったり、誤検出が大量に生じたりする場合もあります。 

以降のセクションでは、アップグレードの問題の中でも特に重要なものについて説明

します。SSAS 2012 の動作変更、重大な変更、旧バージョンとの互換性の問題を網羅

した一覧については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「Analysis Services の旧

バージョンとの互換性」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143479(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

注: SSAS 2005 から SSAS 2012 に移行する場合は、SSAS 2005 から SSAS 2008/ 

2008 R2 へのアップデートで廃止された動作、非推奨となった動作、重大な変更

をひととおり把握しておくことが大切です。詳細については、『SQL Server 2008 

R2 アップグレード テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx) 

の「第 11 章 Analysis Services」を参照してください。 

非推奨機能 

表 1 に示したのは、SQL Server 2012 で非推奨となった SSAS の代表的なオブジェク

トと設定です。つまり、将来リリースされる SQL Server ではサポートされません。 

表 1: 非推奨となったオブジェクトと設定 

非推奨となった機能 説明 

InsertInto 接続文字列プロパティ ローカル キューブを設定するための元の接続文字列の構

文は、CREATE GLOBAL CUBE ステートメントに置き換え

られました。詳細については、「CREATE GLOBAL CUBE 

ステートメント (MDX)」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ms145581(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143479(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143479(v=sql.110).aspx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms145581(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms145581(v=sql.110).aspx
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非推奨となった機能 説明 

CreateCube 接続文字列プロパティ ローカル キューブを設定するための元の接続文字列の構

文は、CREATE GLOBAL CUBE ステートメントに置き換え

られました。詳細については、「CREATE GLOBAL CUBE 

ステートメント (MDX)」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ms145581(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

SQL Server 2000 Predictive Model 

Markup Language (PMML) 

SQL Server 2000 PMML 機能は、独自の拡張機能を持つ 

PMML を生成します。この拡張機能は、PMML 仕様では

使用できなかったデータ マイニング アルゴリズムによる

独自の機能をサポートする目的で使用されていました。

SQL Server 2005 では、Analysis Services によって PMML 

機能が新しい PMML 2. 1 標準に更新されました。そのた

め、SQL Server 2000 で追加された独自の拡張機能は必要

なくなりましたが、このリリースでもサポートされてい

ます。 

CREATE ACTION ステートメント このステートメントは、旧バージョンとの互換性のため

に用意されています。このステートメントは、Action オ

ブジェクトに置き換えられました。最新バージョンの 

Analysis Services でアクションを作成する方法の詳細につ

いては、「アクション (Analysis Services - 多次元デー

タ)」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ms174515(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。 

 

SSAS 2012 の非推奨機能の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「SQL Server 2012 における Analysis Services 非推奨機能」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143346(v=sql.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

廃止された機能 

SSAS 2012 では、次の 2 つの機能が廃止されました。 

 SQL Server 2000 Analysis Services データベースの新バージョンへの移行に使

われてきた移行ウィザードは廃止されました。SQL Server 2000 のサポートが

終了したためです。 

 SQL Server 2000 Analysis Services データベースとの互換性の維持に使われてき

た Decision Support オブジェクト (DSO) ライブラリも提供が中止されました。 

SSAS 2012 で廃止されたこれらの機能の詳細については、SQL Server 2012 オンライ

ン ブックの「SQL Server 2012 で提供が中止された Analysis Services の機能」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143229(v=sql.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms145581(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms145581(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms174515(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms174515(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143346(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143229(v=sql.110).aspx
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重大な変更 

SSAS 2012 への移行に伴う重大な変更は 1 つしかありません。その内容を表 2 に示

します。ただし、SSAS 2005 から SSAS 2012 にアップグレードする場合は、SSAS 

2005 と SSAS 2008/2008 R2 の間の重大な変更を必ず確認してください。 
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表 2: SSAS 2012 における重大な変更 

重大な変更 説明/推奨される対策 

PowerPivot for SharePoint の

インストールに使用する

セットアップ コマンドが削

除されました。 

セットアップで PowerPivot for SharePoint のインストールは行われます

が、構成は実行されません。構成操作に使用される値を収集するための

セットアップ コマンドが削除されました。削除されたコマンドは、

/FARMACCOUNT、/FARMPASSWORD、/PASSPHRASE、

/FARMADMINPORT などです。 

自動セットアップ用のインストール スクリプトを作成していた場合は、

そのスクリプトを修正したうえで PowerPivot for SharePoint をインス

トールする必要があります。ただし、自動モードでサーバーを構成する 

PowerShell コマンドレットを使用する方法もあります。詳細について

は、「コマンド プロンプトからの PowerPivot のインストール」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee210645(v=sql.110).aspx) お

よび「PowerShell を使用した PowerPivot の構成」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh230903(v=sql.110).aspx) を

参照してください。 

SSAS 2012 における重大な変更の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブッ

クの「SQL Server 2012 の Analysis Services 機能における重大な変更」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143742(v=sql.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

動作の変更 

SSAS 2012 では、SSAS の多次元モードと PowerPivot for SharePoint という 2 つの領

域でのみ動作が変更されています。 

多次元モード 

SQL Server Management Studio (SSMS) とキューブ デザイナーからキューブ ブラウ

ザーが削除されました。これは、キューブ ブラウザーのベースとなるコントロール

に Office Web Control (OWC) コンポーネントが使用されていたためです。Office で

は OWC が廃止され、使用できなくなりました。その代わりとして、SQL Server 

Reporting Services のレポート デザイナーにある MDX クエリ デザイナーと同様、ク

エリを行のみにフラット化する新しいブラウザーが用意されています。 

PowerPivot for SharePoint 

今後、PowerPivot ブックを外部データ ソースとして使用するには上位の権限が必要

です。このリリースでは、外部ファイルの PowerPivot データを表示する Excel ブッ

クについて、権限の要件が変更されています。クライアント アプリケーションから

外部の PowerPivot ブックに接続するには、"読み取り" 権限 (具体的には、"アイテム

を開く" 権限) が必要になりました。追加された権限により、ブックに埋め込まれた

ソース データを表示するためのダウンロード権をユーザーが持っていることが示さ

れます。また、この権限は、モデル データにリンクするクライアント アプリケー

ションやブックで、モデル データを完全に使用できることも表しています。つま

り、権限の要件と実際のデータ接続動作の対応が、従来よりも適切になりました。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee210645(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh230903(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143742(v=sql.110).aspx
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これまでどおり PowerPivot ブックを外部データ ソースとして使用するには、外部 

PowerPivot データに接続するユーザーの SharePoint 権限を引き上げる必要がありま

す。権限を変更しない場合、ユーザーがデータ ソース接続で PowerPivot ブックにア

クセスしようとすると、"PowerPivot Web サービスからエラー (アクセスが拒否され

ました。要求したドキュメントが存在しないか、ファイルを開く権限がありませ

ん。) が返されました" というエラーが表示されます。 

SSAS 2012 における動作変更の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブック

の「SQL Server 2012 における Analysis Services 機能の動作の変更」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143682(v=sql.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

64 ビットに関する注意点 

SSAS 2005、SSAS 2008、SSAS 2008 R2、SQL 2012 は、64 ビットと 32 ビットのハー

ドウェア プラットフォームで利用できます。インプレース アップグレードを行うに

は、既にインストールされているものと同じプラットフォーム エディションを選ぶ

必要があります。SSAS 2005 の 64 ビット エディションは SSAS 2012 の 64 ビット エ

ディションにアップグレードしてください。 

2 つのサーバーを使用したサイド バイ サイド アップグレードの場合は、異なるハー

ドウェア プラットフォーム エディション間でのアップグレードも可能です。たとえ

ば、32 ビット エディションの SSAS 2005 を 64 ビット エディションの SSAS 2012 に

アップグレードできます。 

SSAS 2005、SSAS 2008、SSAS 2008 R2 からのアップグレード 

通常、SSAS 2005、SSAS 2008、SSAS 2008 R2 から SSAS 2012 にはごく簡単にアップ

グレードできます。SSAS 2012 チームが、SSAS 2005、SSAS 2008、SSAS 2008 R2 か

らのアップグレードにあたって重大な変更が生じないようにすることも目標にしてい

たからです。それでも、アップグレード後のデータベースに変更の悪影響が及ぶのを

確実に防ぐために、この章に示した一連の変更を確認してください。現在の SSAS 

データベースで該当する機能を使用している場合、アップグレード後に同じユーザー 

エクスペリエンスを保つためには、設計の変更が必要になる可能性があります。 

アップグレードを試みる前に動作の変更点をよく確認してください。挙げられている

問題がアップグレード後のクエリの結果に影響しないかどうかも確かめる必要があり

ます。さらに、アップグレード アドバイザーで SSAS インスタンスを分析し、生成

されたレポートを基に、アップグレード前に対処する必要のある問題がすべて解決済

みであることを確かめ、セットアップの完了後に解決する必要のあるアップグレード

の問題を把握してください。アップグレードの準備には、SQL Server 2005 と SQL 

Server 2008 R2 の Best Practices Analyzer (BPA) も活用してください (SQL Server 2008 

と SQL Server 2008 R2 には、どちらも SQL Server 2008 R2 の BPA を使用します)。こ

れらのアップグレード ツールの詳細については、「第 1 章 アップグレードの計画と

配置」を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143682(v=sql.110).aspx
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インプレース アップグレードを開始する前に、失敗しても確実にロールバックでき

るように対策を講じてください。インプレース アップグレード プロセスは、ほとん

どの状況に対処できるようになっていますが、予測できない問題が発生してアップグ

レードに失敗する可能性はあります。 

重要: インプレース アップグレードのプロセスでは、さまざまなアップグレード

処理が実行され、SSAS 2005、SSAS 2008、SSAS 2008 R2 の各データベースのメ

タデータが自動的にアップグレードされます。 

アップグレードが失敗した場合の解決策として一般に最も簡単なのは、以前のバー

ジョンの SSAS を再インストールし、アップグレード プロセスを開始する前の状態

に戻すことです。SSMS のバックアップ コマンドを使用してすべてのデータベース

をバックアップしてください。SSMS を開いて一覧表示された各データベースを右ク

リックし、[バックアップ] を選択します。作成される各 .abf ファイルに一意のファ

イル名を指定します。パスワードで暗号化してもかまいません。 

アップグレード プロセス中、先行する手順で生成されたファイルは、ネットワーク

共有上の 1 つのディレクトリにまとめておくことをお勧めします。 

サイド バイ サイド アップグレード 

既に説明したように、サイド バイ サイド アップグレードでは、既存のバージョンの 

SSAS と共存する形で SSAS 2012 のインスタンスをインストールします。SSAS 2012 

のインストール後も、ユーザーは旧バージョンの SSAS データベースにアクセスする

ことができます。多次元の SSAS 2012 エンジンを新しい名前付きインスタンスとし

てインストールした後、そこに SSAS データベースを移動するには、次のいずれかの

方法を使用します。 

 以前のバージョンの SSAS で使用していたデータベースをバックアップし、 

それを SSAS 2012 インスタンスに対して復元します。 

 以前のバージョンの SSAS で使用していたデータベースをデタッチし、それを 

SSAS 2012 インスタンスにアタッチします。 

 Visual Studio 2010 でプロジェクト ファイルを開き、そのデータベースを 

SSAS 2012 に配置します。前の 2 つの選択肢とは異なり、この場合はキュー

ブの処理が必要となります。 

インプレース アップグレード 

インプレース アップグレードを行うには、まず SQL Server 2012 のセットアップ ア

プリケーションを起動して [インストール] を選択し、[SQL Server 2005、SQL Server 

2008、または SQL Server 2008 R2 からのアップグレード] を選択します。セットアッ

プ プログラムによってシステム構成チェックが実行され、システム情報が収集され

ます。そしてプロダクト キーの入力が求められます。必要なセットアップ ファイル
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がすべてインストールされた後、アップグレードするインスタンスを選択するように

求められます。 

インストールされる機能が次の画面に表示されます。インストール済みのコンポーネ

ントはすべて選択状態となり、変更を加えることはできません。別のオプションを選

択できない場合は、セットアップを再度実行して機能を追加する必要があります。た

とえば、サーバーにインストールされていない Visual Studio 2010 が必要になった場

合は、セットアップ アプリケーションを再度実行する必要があります。 

インストールするコンポーネントを選択すると、新たにインストールした SQL 

Server 2012 のコンポーネントに対し、インスタンス名を指定するように求められま

す。SSAS の既存のインストールをアップグレードする場合は、InstanceID はそのま

まにしてください。セットアップ アプリケーションは、インストール対象として選

択されたコンポーネントに基づいて、実行中のサービスを検出します。必ず SSAS の

既存のインストールを選択したうえで続行してください。 

インスタンス名を選択すると、必要なディスク領域がチェックされます。その後、

サーバーの構成とフルテキスト検索アップグレード オプションがチェックされ、"エ

ラーと使用状況レポート" を有効にするように求められます。この設定は省略しても

かまいません。有効にした場合は、必要に応じてサーバーから Microsoft にデータが

送信されます。 

次に、一連のアップグレード ルールがセットアップ アプリケーションによって

チェックされます。パスしなかったルールを調べ、必要に応じて対処する必要があり

ます。パスしなかったルールがなければ、インストールを続行してかまいません。 

アップグレードを続行する準備が整うと、セットアップ アプリケーションによって

実行されるアクションの概要が表示されます。実行するアクションが "アップグレー

ド" になっていることを確認したうえで続行してください。 

[アップグレード] ボタンをクリックすると、アップグレード プロセスが開始されま

す。アップグレード中は、セットアップ アプリケーションの各段階に関するステー

タス情報が [アップグレードの進行状況] ステータス画面に表示されます。セット

アップが完了すると、アップグレード ステップと共に、成否を示すメッセージが画

面に表示されます。最後の画面にはインストールの概要が表示されます。アップグ

レード プロセスに関連した注意事項があれば、それも表示されます。 

アップグレード プロセスが完了したら、インストール後の作業をいくつか実行し、

アップグレードが正常に完了したことを確認する必要があります。これらの作業の詳

細については、このセクションの「アップグレード後の作業」のトピックを参照して

ください。 
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アップグレードに失敗した場合のトラブルシューティング 

インプレース アップグレード プロセスに失敗した場合は、まずセットアップ アプリ

ケーションによって作成されたセットアップ ログを確認してください。 

 %Program Files%¥Microsoft SQL Server¥100¥Setup Bootstrap¥Log ディレクト

リに格納されている Summary.txt ファイルを確認します。エラー メッセージ

が記録されていた場合は、必要な対策を講じてそのエラーを解決し、アップグ

レード プロセスを再実行してください。 

 Summary.txt にエラー メッセージが記録されていない場合は、%Program 

Files%¥Microsoft SQL Server¥110¥Setup Bootstrap¥Log¥[日付]_[時刻] ディレク

トリにある Summary_[コンピューター名]_[日付]_[時刻].log ファイルを確認し

ます。ファイルを確認する際、ステータスが "失敗" (セットアップ エラーを示

す) になっている箇所を検索してください。エラー メッセージが記録されてい

た場合は、必要な対策を講じてそのエラーを解決し、アップグレード プロセ

スを再実行してください。 

アップグレード後の作業 

SSAS サーバーを SSAS 2012 にアップグレードしたら、アップグレード後のデータ

ベースをユーザーが利用できるように、一連のインストール後の作業を実行する必要

があります。また、インストール後の作業の一環として、個々のデータベースが正し

く機能していることと、必要に応じた修正が可能であることを確認してください。 

アップグレード後のデータベースを確認します。SQL Server 2012 セットアップ アプ

リケーションによってアップグレードされたデータベースごとに、アップグレード 

プロセスが正常に完了したことを確認する必要があります。SSMS を使用して、アッ

プグレードされたサーバー上の SSAS に接続します。アップグレードでワークステー

ション コンポーネントがインストールされた場合は、アップグレードされたサー

バーで SSMS を利用できます。それ以外の場合は、SQL Server 2012 のワークステー

ション コンポーネントがインストールされている別のサーバーかワークステーショ

ンで SSMS を起動する必要があります。 

アップグレードしたサーバー上にある SSAS との接続が確立されたら、[オブジェク

ト エクスプローラー] ウィンドウの [データベース] フォルダーを展開します。[オブ

ジェクト エクスプローラー] ウィンドウが表示されていない場合は、[表示] メニュー

の [オブジェクト エクスプローラー] を選択します。[オブジェクト エクスプロー

ラー] ウィンドウの右上隅にある画鋲のアイコン ([自動的に隠す] ボタン) を使用する

と、ウィンドウを開いたままにすることができます。 

SSAS 2005、SSAS 2008、SSAS 2008 R2 のいずれかからアップグレードされたキュー

ブは、参照するにあたって特別な処理は必要ありません。また、Business Intelligence 

Development Studio (BIDS) 2005、2008、2008 R2 で使用していたプロジェクトは、
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修正を加えなくても Visual Studio 2010 で開くことができます。そのため、BIDS 

2005、2008、2008 R2 のプロジェクトを BIDS 2005、2008、2008 R2 で開く必要があ

る場合は、プロジェクトをバックアップすることを強くお勧めします。 

SSAS では、特定のバージョンのサーバーに基づくデータ操作を使用できるかどうか

を決めるのは、データベース互換性レベル (CompatibilityLevel) プロパティです。た

とえば、データベース互換性レベル プロパティを 1100 に設定すると、SQL Server 

2012 のスケーラブルな文字列ストレージ機能を使用できるようになります。 

CompatibilityLevel プロパティの有効値を以下に示します。 

 1050。SQL Server 2005、SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2 で作成された

データベースを SQL Server 2012 SSAS サーバーでアタッチするか、復元する

ときに、この値が設定されます。データベースをアタッチするか、復元する

と、CompatibilityLevel という名前の新しいプロパティが自動的に追加され、

1050 に設定されます。 

 1100。これは、SQL Server 2012 で新しいデータベースを作成するときの既定

値です。この値を以前のバージョンの SSAS で作成されたデータベースに指定

することで、この互換性レベルでのみサポートされている機能 (つまり、文字

列データを含むディメンション属性や個別のカウント メジャーのスケーラブ

ルな文字列ストレージ) を使用できるようになります。 

データベース互換性レベルを変更して新機能を利用するには、レベルを 1050 から 

1100 に引き上げます。SQL Server 2012 SSAS データベースを 1050 に設定すること

はできません (値は無視されます)。また、互換性レベルの値を 1100 から元の 1050 

にロールバックすることもできません。高いレベルに設定したデータベース互換性は

元に戻せません。以前のバージョンの SSAS で旧バージョンを使用する場合に備え

て、データベースをバックアップしておいてください。詳細については、「多次元

データベースの互換性レベルの設定 (Analysis Services)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg471593.aspx) を参照してください。 

結論 

SSAS 2012 にアップグレードすると、さまざまな新機能を利用できるようになりま

す。SSAS 2012 へのアップグレード方法には、インプレース アップグレードとサイ

ド バイ サイド アップグレードがあります。リスクの点では、以前のバージョンの 

SSAS を置き換えるインプレース アップグレードの方がわずかに高くなります。イン

プレース アップグレードを行う際は、すべての SSAS データベースをあらかじめ

バックアップしておくことが大切です。サイド バイ サイド アップグレードでは、

SSAS 2012 を名前付きインスタンスとし、2 つのバージョンの SSAS を同時に実行す

ることができます。以前のバージョンの SSAS を削除した時点で、SSAS 2012 バー

ジョンをサーバーの既定のインスタンスに変更することができます。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg471593.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg471593.aspx
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SSAS 2005、SSAS 2008、SSAS 2008 R2 から移行すると、パフォーマンスとスケーラ

ビリティが向上するだけでなく、より実用的な開発者ツールを使用して SSAS データ

ベースを作成、管理できるようになります。機能面の変更はいくつか存在するもの

の、全面的な設計の見直しは必要ありません。 

企業は、以前のバージョンの SSAS からスムーズにアップグレードすることができま

す。改良されたツールを使って、ディメンションやキューブを作成することが可能で

す。また、エンジンにも、パフォーマンスやスケーラビリティの改善が施されていま

す。さいわい、重大な変更はごくわずかであり、キューブやディメンションの全体的

な設計は変更されていません。 

その他のリファレンス 

その他、SQL Server 2012 へのアップグレードに関する最新のリファレンスについて

は、次のリンクを参照してください。 

 SQL Server 2012 Analysis Services の Web サイト 

(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/solutions-technologies/business-

intelligence/analysis-services.aspx) 

 SQL Server 2012 の Web サイト 

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 開発者向け技術情報 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server TechCenter 

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 

  

http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/solutions-technologies/business-intelligence/analysis-services.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
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第 17 章: Integration Services 

概要 

この章は、SQL Server 2005、SQL Server 2008、SQL Server 2008 R2 のいずれかで開

発された SQL Server Integration Services (SSIS) ソリューションを SQL Server 2012 に

アップグレードすることを検討している既存の SQL Server ユーザーを対象としてい

ます。 

開発者であれ管理者であれ、現在 SSIS を使用しているユーザーであれば、SSIS 2012 

が以前よりも使いやすくなっていることに気付いていただけると思います。この章で

は、こうした新機能をいくつか取り上げると共に、SSIS 2012 に関連した Web コン

テンツを紹介します。ただし主な目的は、SSIS 2012 へのアップグレードを検討して

いる既存のユーザーを支援することです。それを踏まえて、この章は以下のセクショ

ンで構成されています。 

 「SSIS 2012 にアップグレードするための準備」: SSIS 2012 へのアップグレー

ド前に必要となる手順と注意点について説明します。 

 「SSIS サンプル パッケージの概要」: この章で引用されているサンプル パッ

ケージの概要を説明します。 

 「アップグレード アドバイザーの実行」: アップグレード前に対処する必要の

ある問題があるかどうかを SQL Server 2012 Upgrade Advisor で見極める方法

を紹介します。 

 「SSIS 2012 のインストール」: インプレース アップグレードとサイド バイ サ

イド アップグレードのほか、新しいインストール オプションについて説明し

ます。 

 「プロジェクト変換ウィザード」: SSIS 2012 プロジェクト変換ウィザードを

使用して SQL Server パッケージをアップグレードする方法を説明します。ま

た、SSIS 2012 の新しいプロジェクト配置モデルで利用する構成機能、配置機

能、管理機能も紹介します。 

 「その他のリソース」: このトピックに関連する有益なリソースのオンライン 

リンクを掲載しています。 

SSIS 2012 の詳しい特長については、次の方法で調べてください。 

 SQL Server 2012 オンライン ブックの「新機能 (Integration Services)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb522534(v=sql.110).aspx) を参照す

る。 

 SSIS MDSN の Web サイト (http://msdn.microsoft.com/ja-

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb522534(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/cc511477.aspx
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jp/sqlserver/cc511477.aspx) にアクセスする。 

 Matt Masson が TechEd 2011 で行ったプレゼンテーション「Microsoft SQL 

Server コードネーム "Denali" の SQL Server Integration Services に関連した新機

能」(http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2011/DBI317) を

視聴する。開発者と管理者双方の観点から、SSIS 2012 の機能がわかりやすく

まとめられています。 

SSIS 2012 にアップグレードするための準備 

SSIS 2005、2008、2008 R2 のいずれかから SSIS 2012 にアップグレードする場合

は、インプレース アップグレード、サイド バイ サイド インストール、新規インス

トールなど、さまざまな選択肢があります。この点については、この後の「SSIS 

2012 のインストール」のセクションで取り上げます。 

SSIS のアップグレードは、次の手順に沿って行います。アップグレードの前に確認

しておいてください。 

1. すべてのデータ変換サービス (DTS) パッケージを SSIS パッケージに移行しま

す。 

2. アップグレード アドバイザーを実行します。アップグレード前に対処してお

く必要のある問題が報告されます。 

3. SSIS をコンポーネントとする SQL Server のインストール/アップグレード プロ

セスを実行します。 

4. SSIS 2012 プロジェクト変換ウィザードを実行して、既存の SSIS パッケージを 

SSIS 2012 にアップグレードします。 

5. アップグレード後の手順を実行します (SSIS 2012 の新しいプロジェクト配置

モデルに変換するなど)。 

SSIS 2012 のプロジェクト配置モデルへの変換は任意ですが、この新機能を利用する

とさまざまな可能性が開けます。確認しておいてください。SSIS 2012 サーバーでは

新しいプロジェクト配置モデルが採用されており、SSIS パッケージの構成、配置、

管理が簡単になりました。 

アップグレードの準備としてはまず、SSIS 2012 の旧バージョンとの互換性を確認す

ることが大切です。特に、廃止された機能 (DTS など) をよく確認してください。 

SSIS の旧バージョンとの互換性 

SSIS の非推奨機能、廃止された機能、重大な変更、動作変更については、SQL Server 

2012 オンライン ブックの「Integration Services の旧バージョンとの互換性」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143706(v=sql.110).aspx) に最新の情報が記

載されています。ここでは、DTS と ActiveX スクリプティングという廃止された 2 つ

http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2011/DBI317
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2011/DBI317
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2011/DBI317
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143706(v=sql.110).aspx
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の機能に的を絞って取り上げます。 

DTS は廃止され、SSIS 2012 ではサポートされません。SQL Server 2012 へのアップ

グレード前に、DTS パッケージは SSIS パッケージに移行しておく必要があります。

詳細については、SQL Server 2008 R2 オンライン ブックの「データ変換サービスの

アップグレードに関する注意点」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143716(v=SQL.105).aspx) を参照してください。 

『SQL Server 2008 R2 アップグレード テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx) に

も、DTS パッケージ移行ウィザードの使用方法を含め、DTS パッケージを SSIS に移

行する方法が掲載されています。DTS パッケージ移行ウィザードの詳細について

は、 

SQL Server 2008 R2 オンライン ブックの「データ変換サービス パッケージの移行」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143501(v=SQL.105).aspx) も参照してくだ

さい。 

DTS パッケージから SSIS パッケージへの変換には、DTS xChange 

(http://pragmaticworks.com/Products/Business-Intelligence/DTSxChange/Default.aspx) 

などのサードパーティ製品を使用することもできます。 

SSIS 2012 リリースでは ActiveX スクリプティングも廃止されています。既存の 

ActiveX スクリプティング タスクは、SSIS タスク (スクリプト タスクなど) とタスク

制御フローを使用して書き換える必要があります。 

未変換の DTS パッケージを残さざるを得ない場合は、サイド バイ サイド インス

トールを選ぶこともできます。ただし、そのような DTS パッケージもどこかの時点

で SSIS に移行する必要があります。また、サイド バイ サイド インストールによっ

て形成される環境は、複数のバージョンの SQL Server と SQL Server Data Tools 

(SSDT) が 1 つのサーバーに混在し、複雑になります。 

64 ビットに関する注意点 

コンピューターの 64 ビット化が進んでいることから、32 ビットと比較したときの注

意点は以前より少なくなっています。しかし、SSIS を 32 ビット モードで実行しな

ければならないケースは依然として存在します。 

最も一般的なケースは、データ フロー内の変換元または変換先が Microsoft Excel で

ある場合です。この点の詳細については次のトピックを参照してください。 

 SSIS での 64 ビット バージョンの Excel からのデータ インポート  

(http://hrvoje.piasevoli.com/2010/09/01/importing-data-from-64-bit-excel-in-ssis) 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143716(v=SQL.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143716(v=SQL.105).aspx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143501(v=SQL.105).aspx
http://pragmaticworks.com/Products/Business-Intelligence/DTSxChange/Default.aspx
http://hrvoje.piasevoli.com/2010/09/01/importing-data-from-64-bit-excel-in-ssis
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 64 ビット バージョンの SSIS における Excel のエラー  

(http://social.msdn.microsoft.com/Forums/br/sqlintegrationservices/thread/289

e29ad-26dc-4f90-bad4-ffb86c76e5f9) 

 クイック リファレンス: 32 ビットと 64 ビットの SSIS  

(http://toddmcdermid.blogspot.com/2009/10/quick-reference-ssis-in-32-and-

64-bits.html) 

 SSIS Goodie #1: Excel + SSIS + 64 bit = DTS_E_OLEDB_EXCEL_NOT_SUPPORTED? 

(http://blog.oraylis.de/2011/05/ssis-goodie-1-excel-ssis-64-bit-

dts_e_oledb_excel_not_supported) 

次に、アップグレード アドバイザーを実行します。ただしその前に、この章でサン

プルとして使用する SSIS のソリューションとパッケージについて詳しく説明しま

す。 

SSIS サンプル パッケージの概要 

このサンプルのシナリオに使用されている SSIS ソリューションは、パッケージで構

成されています。そのパッケージを組み合わせて、Adventureworks2008R2 OLTP サン

プル データベース (http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/59211) か

ら Geography ディメンションと Sales Territory ディメンションを構築します。このサ

ンプルを構成しているマスター パッケージと一連の実行パッケージは、いずれもカス

タムの ETL (Extraction、Transformation、Loading) Framework を基盤としています。 

ETL Framework 

カスタム ETL Framework は実際の SSIS ソリューションで広く利用されています。 

このサンプルでは、CodePlex にある Stonemeadow Solutions ETL Framework 

(http://etlframework.codeplex.com) の簡易バージョンを使用します。カスタム SSIS 

ETL Framework の例としては、他にも BI Monkey SSIS ETL Framework 

(http://ssisetlframework.codeplex.com) などがあります。 

ETL Framework の一般的なパターンの 1 つは、マスター パッケージと実行パッケー

ジという 2 種類のパッケージを設けることです。マスター パッケージは、より大き

な枠組みの中で配置やワークフローの管理を行います。実行パッケージには、ETL の

コードが格納されます。SSIS 2012 の新しいプロジェクト配置モデル (1 つのプロジェ

クトに 1 つのマスター パッケージと複数の実行パッケージが含まれるモデル) には、

このパターンが適しています。 

さらに、SSIS 2012 は、サードパーティやカスタムの ETL Framework が不要なほど、

構成、ログ、配置の機能が強化されています。SSIS 2012 にアップグレードする場合

は、こうした新機能を精査し、既存の ETL Framework 機能 (構成など) を SSIS 2012 

の同等の機能に置き換えるかどうかを判断してください。ただし、必要に応じて既存

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/br/sqlintegrationservices/thread/289e29ad-26dc-4f90-bad4-ffb86c76e5f9
http://toddmcdermid.blogspot.com/2009/10/quick-reference-ssis-in-32-and-64-bits.html
http://blog.oraylis.de/2011/05/ssis-goodie-1-excel-ssis-64-bit-dts_e_oledb_excel_not_supported/
http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/59211
http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/59211
http://etlframework.codeplex.com/
http://ssisetlframework.codeplex.com/
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の ETL Framework を使い続けることもできます。この点は、SSIS 2012 プロジェクト

変換ウィザードによって完全にサポートされています。SSIS を新たに実装し、独自

の ETL Framework を実現する場合は、SSIS 2012 の新機能を利用することを強くお勧

めします。 

SQL Server Worldwide Users Group (SSWUG) の記事「新しい SSIS カタログに含まれ

る SQL Server 2012 ETL Framework の機能」

(http://www.sswug.org/articles/viewarticle.aspx?id=59199) には、SSIS カタログから

そのまま利用できる機能の種類の一覧が掲載されています。非公式の一覧ではありま

すが、ETL Framework の機能が SSIS 2012 でのサポート状況と併せてわかりやすく分

類されています。 

マスター パッケージ 

マスター パッケージの役割は次のとおりです。 

 構成。変換元と変換先の接続文字列およびファイル ディレクトリを初期化し

ます。 

 バッチの作成とログ。バッチは、マスター パッケージが 1 回呼び出されるこ

とを表します。ログを記録したり実行の系列 ID を作成したりする目的で使用

されます。 

 エラー ログ。マスター パッケージには、OnError イベントが用意されていま

す。マスター パッケージのエラーや、実行パッケージの処理不能エラーが発

生するたびにその情報がログに記録されます。 

 ワークフロー。実行パッケージの順序付け (上流パッケージへの依存関係など) 

はマスター パッケージ内で行われます。 

図 1 はマスター パッケージのタスク フローを示しています。このタスク フローに含

まれる 7 つのタスクのうち 5 つは、パッケージの実行タスクです。他の 2 つは、ETL 

Framework のログ データベースにバッチ レコードを作成し、実行パッケージの完了

後にそのバッチのステータスを更新する役割を担います。 

  

http://www.sswug.org/articles/viewarticle.aspx?id=59199
http://www.sswug.org/articles/viewarticle.aspx?id=59199
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図 1: マスター パッケージのタスク フロー 

カスタム ETL Framework では、ファイルまたはデータベースに保存された構成情報

を、SSIS スクリプト タスクを使用して SSIS 変数に格納できます。 

このマスター パッケージで使用される SSIS パッケージ構成を図 2 に示します。実行

パッケージによって使用される変換元、変換先、ログのすべての接続文字列のほか、

各実行パッケージのファイル接続を初期化する際に式で使用されるファイル ディレ

クトリがこの構成によって初期化されます。 

 

図 2: マスター パッケージの構成 
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2 つの異なる構成タイプが使用されていることに注意してください。ETL Framework 

のログ データベースには、環境変数を使ってデータが入力されます。変換元とデー

タベースの接続文字列、さらに DTSX パッケージのディレクトリは、XML 構成ファ

イルによって読み込まれます。この 2 つの場所に保管される値のメンテナンスは、

ETL オペレーターまたは DBA が担当します。 

このサンプルでは、実行時の構成に対応するため、SSIS 式を頻繁に使用していま

す。その結果、ソリューションを環境 (開発、テスト、QA、ステージング、運用な

ど) 間で移動する際に、逐一パッケージを開いて編集せずに済みます。図 3 は、DTSX 

パッケージ ファイルを接続先とするファイル接続のプロパティを示しています。 

 

図 3: 実行パッケージのファイル接続 

上記の接続文字列は、inpDtsxDirectoryName 構成値に実行パッケージの名前を組み

合わせて作成されたものです。構成によって読み込まれる変数を SSIS 式に利用する

手法は、既存の SSIS 実装でよく使用されます。この手法を使用するには、さらに 

DelayValidation プロパティが True に設定されている必要があります (図 3 を参照)。 

実行パッケージ 

実際の ETL 処理は実行パッケージによって行われます。このサンプル内の 5 つの実

行パッケージは、いずれも同様のパターンをタスク フローとデータ フローに使って

います。このタスク フローの例を図 4 に示します。 
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図 4: パッケージ実行タスク フロー 

各パッケージ実行タスク フローの内容は次のとおりです。 

 3 つのログ タスク。InitActivity、UpdateActivity、LogXfr は、ストアド プロ

シージャを呼び出して 1 つ以上のレコードを ETL Framework のログ テーブル

に挿入する SQL タスクです。InitActivity タスクには、すべての変換先テーブ

ルに格納される実行の系列 ID を作成する役割もあります。 

 1 つのデータ フロー。このデータ フローは、緩やかに変化するディメンショ

ン I (SCD1) または緩やかに変化するディメンション II (SCD2) のデータ フロー

を実装します。簡単に言うと、SCD2 ではすべての変更がバージョン管理され

るのに対し、SCD1 では 1 つのレコードが更新されます。 

 1 つの SCD ポスト プロセス タスク。これは、SCD の後処理アクティビティ

に使用する SQL ステートメントを作成、実行するスクリプト タスクです。た

とえば、SCD2 (バージョン管理されたテーブル) では、前のバージョンを "終

了日" で更新し、レコードの状態を "アクティブ" から "非アクティブ" に変更

する必要があります。 

どちらのパッケージ実行タスクも、変換元、変換先、ログ データベースの構成は同

じであることに注意してください。これは一般的なパターンであり、SSIS 2012 の共

有接続で適切にサポートされます。 
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各実行パッケージは、親パッケージの構成を使用して実行時に構成パラメーターを読

み込みます。図 5 は、すべての実行パッケージに共通するパッケージ構成を示した

ものです。ご覧のように、接続文字列とバッチ インスタンスの値はいずれもマス

ター パッケージによって構成された後、実行パッケージによって実行時に取り込ま

れています。 

 

図 5: 実行パッケージの構成 

それぞれの実行パッケージは、実行時に式を使ってそのデータベース接続文字列を設

定します。図 6 に示すスクリーンショットは、変換先 (Dst) データベース接続のプロ

パティです。ご覧のように、ConnectionString 属性は、親パッケージの変数によって

初期化された inpCnDst 変数を使用して設定されています。 

 

図 6: データベース接続 
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各実行パッケージは、変換先テーブルの種類 (SCD1 または SCD2) に応じて 2 つのパ

ターンのどちらかに該当します。SCD1 データ フローの例を図 7 に示します。 

 

図 7: SCD1 データ フロー 

このデータ フローでは、パッケージによって次の処理が実行されます。 

 変換元からデータを読み込みます。 

 レコード カウントのインストルメンテーションを追加します。レコード カウ

ントのログとレポートは、ETL Framework の便利なコンポーネントです。 

 ルックアップを実行し、レコードが存在するかどうかを調べることができま

す。 

 レコードが存在しない場合は、レコードを挿入します。SQL Server の 

IDENTITY 列が設定されていない場合は、レコードを挿入する前に主キーを生

成します。 

 レコードが存在する場合は、レコードが変更されているかどうかを確認しま
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す。 

 変更されていない場合、そのレコードは無視されます。 

 レコードが変更されていた場合は、そのレコードを履歴テーブルに挿入しま

す。 

SCD1 の後処理のロジックは、変換先の SCD1 テーブルに適用する UPDATE ステート

メントを作成して実行します。 

SSIS 2012 に変換する SSIS サンプル ソリューションの説明は以上です。プランニン

グを終えたら、まずアップグレード アドバイザー ウィザードを実行してください。 

アップグレード アドバイザーの実行 

実際に SSIS 2012 にアップグレードする前に、アップグレード アドバイザーを実行

することをお勧めします。アップグレード アドバイザーは、既存の SSIS ファイルを

調べ、アップグレード前に対処する必要のある問題があれば通知します。アップグ

レード アドバイザーはあらかじめインストールしておく必要があります。 

SQL Server のインストール メディアにある Setup.exe アプリケーションを実行し

て、[SQL Server インストール センター] 画面を開き、[アップグレード アドバイザー

のインストール] というオプションを選択してください。このとき、図 8 のようなエ

ラーが表示される場合があります。 

 

図 8: セットアップに必要なコンポーネントがない 

SQL Server Transact-SQL ScriptDom という必須コンポーネントは「Microsoft® SQL 

Server® 2012 Feature Pack」(http://www.microsoft.com/ja-

jp/download/details.aspx?id=29065&ocid=aff-n-in-loc--pd) から入手できます。

「Microsoft® SQL Server® 2012 Transact-SQL ScriptDom」セクションに、ダウン

ロードのためのリンクがあります。該当するファイルは SQLDOM.MSI です。 

SQLDOM.MSI のインストール後、続けてアップグレード アドバイザーをインストー

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065&ocid=aff-n-in-loc--pd
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=29065&ocid=aff-n-in-loc--pd
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ルすることができます。アップグレード アドバイザーのインストールの詳細につい

ては、このガイドの第 1 章にある 「アップグレード ツール」を参照してください。 

アップグレード アドバイザーのインストールが完了すると、SQL Server 2012 のプロ

グラム グループにアップグレード アドバイザーが表示されます。このプログラム グ

ループにアクセスするには、[スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム] 

をポイントします。[アップグレード アドバイザー分析ウィザードの開始] をクリッ

クし、[次へ] をクリックすると、図 9 に示した [SQL Server コンポーネント] 画面が

表示されます。 

 

図 9: SSIS コンポーネントの選択 

[Integration Services] を選択して [次へ] をクリックし、[接続パラメーター] 画面 (図 10) 

に進みます。この画面では、変換の対象となるデータベース インスタンスを入力す

る必要があります。 
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図 10: SQL Server インスタンスへの接続 

[次へ] をクリックすると、[SSIS パラメーター] 画面が表示されます (図 11)。ここに

は、SSIS パッケージの場所を指定します。 

 

図 11: SSIS パッケージの場所の選択 

[次へ] をクリックして、[アップグレード アドバイザーの設定] 画面に進みます。こ

の画面で、SSIS パッケージの場所が正しいことを確認できます。アップグレード ア

ドバイザーのログ ファイルとレポート ファイルの場所をメモしておいてください。 

[次へ] をクリックすると、アップグレード アドバイザーの分析プロセスが開始され

ます。分析の進行状況がレポートされ、アップグレードのステータスが表示されます 

(図 12)。 
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図 12: アップグレード アドバイザーの進行状況の確認 

[レポートの開始] をクリックすると、図 13 に示す [レポートの表示] 画面が表示され

ます。 

 

図 13: アップグレード アドバイザー レポートの表示 

  



384 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

SSIS のアップグレード アドバイザーを実行する手順は以上です。ここで説明したよ

うに、アップグレード後の手順で問題が生じないように、既存の SSIS パッケージに

対してアップグレード アドバイザーを実行することをお勧めします。 

アップグレード アドバイザーの警告とエラーを解決したら、次に SQL Server 2012 

をインストールします。 

SSIS 2012 のインストール 

現在のインストールをアップグレードする選択肢と、現在の環境をそのまま残し、新

しいインスタンスを同じサーバーか新しいサーバーにインストールする選択肢があり

ます。図 14 は、SQL Server 2012 の [機能の選択] 画面に表示される SSIS の関連コン

ポーネントです。SSIS 2012 のインストールでは、少なくともデータベース エンジン

もインストールするのが一般的です。 

 

図 14: SSIS 2012 の [機能の選択] 

Integration Services サービスをインストールしてデザイン環境の外部でパッケージを

実行するには、[Integration Services] を選択します。 
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Integration Services の完全インストール (パッケージの開発と管理に必要なツールや

ドキュメントを含んだインストール) を実行するには、[Integration Services] と次の 

[共有機能] の両方を選択します。 

 [SQL Server Data Tools]: パッケージをデザインするためのツールをインス

トールします。 

 [管理ツール - 完全]: パッケージを管理するための SQL Server Management 

Studio (SSMS) をインストールします。 

 [クライアント ツール SDK]: SSIS プログラミング用にマネージ アセンブリを

インストールします。 

 [Data Quality Client]: Data Quality Services (DQS) クライアント オブジェクト

をインストールします。これは SSIS 2012 に必須の機能ではありませんが、多

くの ETL ソリューションの核となるデータ スクラビング、クレンジング、変

換などが可能となります。 

SSIS 2012 のインストールの詳細については、「Integration Services のインストー

ル」(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143731(SQL.110).aspx) を参照して

ください。 

SSIS 2012 Server の概要 

既存の SSIS サービスは、旧バージョンとの互換性のために SSIS 2012 でもサポート

されますが、新しい SSIS 2012 サーバーのモデルとは異なります。新しい SSIS 2012 

サーバー モデルでは、SQL Server 2012 データベースにオブジェクト、設定、業務

データを格納します。SSMS 内からこれにアクセスするには、Integration Services 

データベースをホストしている SQL Server データベース エンジンのインスタンスに

接続します。 

図 15 は、SSMS 2012 のスクリーンショットです。従来の SSIS サービスと SSIS 2012 

サーバーの両方が参照されています。 

 

図 15: SSIS 2012 サーバーとレガシ SSIS サービス 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143731(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143731(SQL.110).aspx
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SSIS 2012 サーバーの詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「Integration Services (SSIS) サーバー」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/gg471508(SQL.110).aspx) を参照してください。 

SSIS 2012 サーバーにはプロジェクト配置モデルが採用されています。プロジェクト

配置モデルは SSIS 2012 で新たに導入されました。この点については、本章「プロ

ジェクト配置モデルへの変換」のセクションで取り上げます。 

インプレース アップグレード 

インプレース アップグレードを行うには、まず [SQL Server インストール センター] 

画面に移動し、[インストール] を選択した後、[SQL Server 2005、SQL Server 2008、

または SQL Server 2008 R2 からのアップグレード] オプションを選択します。このオ

プションを選択した場合、SQL Server 2005、2008、2008 R2 の既存のコンポーネン

トがすべてアップグレードされます。特定の SQL Server コンポーネントを選んで

アップグレードすることはできません。 

また、インプレース アップグレードでは、次の操作は実行できません。 

 既にインストールされている SSIS の再構成 

 SQL Server の 32 ビット版から 64 ビット版への移行と 64 ビット版から 32 

ビット版への移行 

 SQL Server のローカライズ版どうしの間での移行 

詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「Integration Services のアッ

プグレード」(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc879336(SQL.110).aspx) を参

照してください。 

このサーバー構成手順は、インプレース アップグレード プロセスの一環として SSIS 

をアップグレードする場合にのみ該当します。この場合、SQL Server Integration 

Services 11.0 サービスのアカウント名とパスワードを入力するように求められます。

これは、SQL Server 2005、2008、2008 R2 に存在していた従来の SSIS サービスで

す。このサービスの詳細については、SQL Server 2008 R2 オンライン ブックの「管

理 (Integration Services)」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ms141799(SQL.105).aspx) を参照してください。 

サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイド アップグレードでは、図 14 に示した SQL Server 2012 の機能を

選択したうえで、新しいインスタンスの名前を指定する必要があります。新規インス

トールの場合、インスタンス名は省略できます。 

サイド バイ サイド アップグレードに関しては、ほかにも次のような点に注意が必要

です。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/gg471508(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc879336(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc879336(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms141799(SQL.105).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms141799(SQL.105).aspx
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 SSIS パッケージのデザイン。SQL Server 2005 形式または SQL Server 2008 形

式 (SQL Server 2008 R2 でもこの形式を使用) で保存されたパッケージを使用

するには、そのバージョンに固有の SQL Server Data Tools インスタンスが必

要になります。 

 SSIS パッケージの管理。SQL Server データベースには、そのバージョンに

合った SQL Server Data Tools を使用する必要があります。つまり、SQL 

Server パッケージをその形式 (2005、2008、2012 など) と同じバージョンの 

SQL Server の msdb データベースに保存し、同じバージョンの SSMS でアク

セスする必要があります。 

 パッケージの実行。SQL Server 2005 と SQL Server 2008 のパッケージは、SQL 

Server 2012 バージョンの dtexec によって SQL Server 2012 パッケージ バー

ジョンに変換され、そのうえで実行されます。 

サイド バイ サイド インストールの詳細については、SQL Server 2012 オンライン 

ブックの「相互運用性と共存 (Integration Services)」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb522577(SQL.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

既存の SSIS ショップがリスクを嫌い、パッケージを最新バージョンにアップグレー

ドすることに二の足を踏むのは当然のことです。しかし、SSIS 2012 では強力なツー

ルとウィザードを利用できるので、SSIS パッケージを SSIS 2012 形式にアップグレー

ドすることを強くお勧めします。特に SQL Server 2008 と SQL Server 2008 R2 を利用

している場合は、相違点があってもアップグレード ウィザードによって調整される

ので、メリットが大きくなります。 

SQL Server 2005 からアップグレードする場合は、Visual Studio for Applications 

(VSA) から Visual Studio Tools for Applications (VSTA) へのスクリプト タスクの移行

や参照変換の変更が伴うことから、比較的難しくなります。その一方で、SSIS 

ショップは、開発したパッケージの形式が今後廃止されるような状況も望んでいませ

ん。SQL Server 2012 における DTS がまさにそのケースです。VSTA への変換の詳細

については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「VSTA へのスクリプトの移行」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb522527(SQL.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

新規インストール 

新規インストールでは、先ほど図 14 に示した SQL Server 2012 の機能を選択する必

要があります。また、既存の SSIS パッケージを SSIS 2012 にアップグレードするこ

とも必要です。その過程で、既存のパッケージ構成をすべてこの新しい SQL Server 

インスタンスに移動し、それらのパッケージの構成で参照されているファイル、ディ

レクトリ、データベース接続が正しいことを確認してください。  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb522577(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb522527(SQL.110).aspx
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既に説明したように、SSIS 2012 にアップグレードするためには、このセクションで

取り上げた SSIS 関連のコンポーネントをインストーラーで選択する必要がありま

す。サイド バイ サイド インストールの場合、サーバー上の環境は最も複雑になるも

のの、SSIS パッケージを従来の形式のまま利用できるメリットがあります。インプ

レース アップグレードと新規インストールの場合、サーバー上の環境は単純です

が、パッケージのアップグレードが必要になります。 

インストールが完了したら、次に、既存の SSIS パッケージをアップグレードしま

す。 

プロジェクト変換ウィザード 

以前の形式 (SQL Server 2005 と SQL Server 2008) の SSIS パッケージは、SSIS 2012 

プロジェクト変換ウィザードを使って SSIS 2012 にアップグレードします。以下の例

では、ファイル ディレクトリからアクセスされる Visual Studio プロジェクトに保存

されたパッケージを変換する方法を説明します。レガシ SSIS サービスによって管理

されているパッケージの変換については、後のセクションで取り上げます。 

以下の図 16 には、アップグレード サンプルに含まれる SSIS 関連のファイルがすべ

て示されています。 

 

図 16: SSIS 2008 R2 サンプル ファイル 

まず、Visual Studio 2010 Shell を次の場所から開きます。 

 Visual Studio 2010 プログラム グループ ([スタート]、[すべてのプログラム]、

[Microsoft Visual Studio 2010]、[Microsoft Visual Studio 2010]) 

 SQL Server 2012 プログラム グループ ([スタート]、[すべてのプログラム]、

[SQL Server 2012]、[SQL Server Data Tools]) 
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シェルが表示されたら、[プロジェクトを開く] を選択します (図 17)。 

 

図 17: Visual Studio 2010 Shell で [プロジェクトを開く] を選択 

次に、SSIS プロジェクトを選択します (図 18)。 

 

図 18: SSIS プロジェクトの選択 

最初に表示されるページ (図 19) は、[Visual Studio 変換ウィザードへようこそ] ペー

ジです。 
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図 19: [Visual Studio 変換ウィザードへようこそ] ページの表示 

[次へ] をクリックすると、変換が開始されます。既存のプロジェクトを変換前にバッ

クアップするかどうかを選択する画面が表示されるので (図 20)、既存のパッケージ

と関連ファイルをバックアップしておくことを強くお勧めします。 

 

図 20: 既存のソリューションのバックアップ 
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その後、図 21 に示す概要ページが表示されます。この時点で、変換の準備がすべて

整っているかどうかを確認してください (特に、SSIS のプロジェクトとパッケージが

ソース管理下にある場合)。[完了] をクリックすると、Visual Studio 2008 から Visual 

Studio 2010 への変換が開始されます。 

 

図 21: 概要情報の確認 

必要に応じて、図 22 に示したセキュリティの警告ページを表示することができま

す。このページは、SSIS ファイルが SQL Server 内に保存されていない場合や、ソー

ス管理下にない場合に表示されます。[OK] をクリックすると、変換が開始されま

す。 

 

図 22: セキュリティの警告を確認 

プロジェクト ファイル (.dtproj) とソリューション ファイル (.sln) が、Visual Studio 

変換ウィザードによって Visual Studio 2010 形式に変換されます。変換の結果は、

Upgradelog.xml ファイル (図 23) に記録されます。 
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図 23: 変換レポートの表示 

Visual Studio のファイルの変換が完了すると今度は、SSIS 変換ウィザードのようこ

そページが表示されます (図 24)。[次へ] をクリックすると、パッケージのアップグ

レードが開始されます。 

 

図 24: [SSIS パッケージ アップグレード ウィザードへようこそ] ページの表示 

次のページ (図 25) では、アップグレードするパッケージを選択できます。それぞれ

名前を変更できるほか、パスワードが存在する場合は指定できます。複数のパッケー

ジに対して 1 つのパスワードを適用できる点に注目してください。具体的には、パッ

ケージを選択し、パスワードを 1 回入力して、[選択項目に適用] をクリックします。 
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図 25: アップグレードするパッケージの選択 

[パッケージ管理オプションの選択] ページでは、パッケージのアップグレード オプ

ションを設定します。次のオプションがあります。 

 新しいプロバイダー名を使用するように接続文字列を更新する (既定)。 

 アップグレードされたパッケージを検証する。 

 新しいパッケージ ID を作成する。 

 パッケージのアップグレードに失敗してもアップグレード処理を続行する  

(既定)。 

 構成を無視する (既定)。 

[次へ] をクリックすると、図 26 の概要ページが表示されます。このページですべて

のアップグレード オプションを確認してから、アップグレードを開始できます。[戻

る] をクリックしてアップグレード オプションを変更するか、[完了] をクリックして

アップグレード プロセスを開始してください。 
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図 26: すべてのアップグレード オプションを確認 

完了すると、ウィザードにアクティビティの概要レポートが表示されます (図 27)。

[レポート] をクリックすると、アップグレードの結果を表示するウィンドウが開きま

す。レポートをファイルまたはクリップボードに保存することもできます。 

 

図 27: アップグレード完了の通知 

[レポート] をクリックすると、アップグレード ウィザードによって生成されたすべ

てのメッセージ (情報、警告、エラー) がレポート ビューアーに表示されます (図 

28)。 
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図 28: アップグレードの結果の確認 

このアップグレードでは、次の点に関するメッセージが生成されました。 

 接続プロバイダーの名前の変更。[新しいプロバイダー名を使用した接続文字

列に更新する] オプションを選択すると、SSIS パッケージ アップグレード 

ウィザードによってすべてのデータベース接続が SQL Server 2012 プロバイ

ダー (つまり SQLNCLI11) に変換されます。この手順では、SSIS 構成ファイル

に格納されている接続文字列は変更されないことに注意してください。 

 DTSX パッケージ形式の変更。パッケージは、SSIS 2012 の新しいパッケージ

形式に自動的にアップグレードされます。この結果、XML パッケージ ファイ

ルの内容が確認しやすくなるほか、ソース管理や差分抽出/マージ ソフトウェ

アで処理しやすくなります。また、データ フロー間での変換の共有も容易に

なります。 

 スクリプトの移行。スクリプト タスクは、ウィザードによって自動的にアッ

プグレードされました。警告として表示されていますが、それほどの問題では

ありません。アップグレード後も、スクリプトはそのままで動作します。 
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図 29 は、SSIS パッケージ アップグレード ウィザードが完了した後のファイル ディ

レクトリです。 

 

図 29: アップグレード後のファイル ディレクトリの確認 

次に、サーバーに保存されているパッケージをアップグレードする方法を紹介しま

す。この例では、MSDB データベース内の AWDW ディレクトリにサンプル パッ

ケージが格納されています。図 30 は、ディレクトリを選択し、そのコンテキスト メ

ニューから [パッケージのアップグレード] オプションを選択したところです。 

 

図 30: サーバーに格納されているパッケージのアップグレード 

ようこそ画面が表示されたら、[次へ] をクリックして、[アップグレード元の場所の

選択] 画面に進みます。AWDW ディレクトリを選択し、[次へ] をクリックすると、 
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[SSIS パッケージ] ダイアログ ボックスが表示されます。[AWDW] をクリックして、

[OK] をクリックしてください。そこから先のアップグレード プロセスは、この章で

先ほど説明したプロセスと同じです。 

パッケージのアップグレードが済んだら、今度は、変換済みのパッケージを SSIS 

2012 内でテストします。図 31 は、アップグレード後のマスター パッケージのスク

リーンショットです。 

 

図 31: アップグレード後のマスター パッケージ 

SSIS 2012 の便利な機能の 1 つに、"式インジケーター" があります。式を使ったすべ

てのタスクと接続に存在します。式は、サンプル マスター パッケージに含まれるす

べての接続とパッケージ実行タスクで使用されています。図 31 の矢印は、1 つのタ

スクと 1 つの接続の式インジケーターを示しています。これは以前のバージョンに

は存在せず、SSIS の開発者にとっては嬉しい新機能です。 

アップグレード後、変更を加えなくてもパッケージが正常に実行されたことに注目し

てください。また、ソリューションがパッケージ配置モデルとして指定されている点

にも注目してください。既に述べたように、プロジェクト配置モデルの利点を確認し

たうえで、Integration Services プロジェクトの変換ウィザードを実行し、 
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パッケージ配置モデルからプロジェクト配置モデルに変換することをお勧めします。

この点については、後ほど取り上げます。 

最後に、パッケージの構成を忘れずに行い、次の点を確認してください。 

 XML 構成ファイルが正しい場所に置かれていること。 

 環境変数が定義されていること。 

 有効な接続文字列/値が構成に割り当てられていること。 

図 32 は、アップグレード完了後のディレクトリです。プロジェクト ファイルとソ

リューション ファイルが Visual Studio 2010 に変換されています。また、元のソ

リューション、プロジェクト、パッケージが安全に Backup ディレクトリにバック

アップされています。 

 

図 32: パッケージ アップグレード ウィザードが完了した後の SSIS プロジェクト 

ファイル 

このセクションの最後のスクリーンショットでは、開発者の助けとなる SSIS 2012 の

高いユーザビリティについて紹介します。図 33 のスクリーンショットは、変換した実

行パッケージの 1 つを例に、そのデータ フローを示したものです。データ フローが変

更されていることに注目してください。変換元が他の変換から切り離されています。 
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図 33: 変換した実行パッケージのデータ フロー 

図 33 からわかるように、上流の変換に接続されていなくても、変換 (このケースで

は派生列) を操作できます。細かな点に思えるかもしれませんが、SSIS 2012 の使い

やすさを示す好例です。以前のバージョンでは、変換の入力となる上流のフィードが

存在しないと、変換を開くことができませんでした。 

以上のように、SSIS パッケージ アップグレード ウィザードでは、一連の入力画面に

沿って、既存のパッケージを SSIS 2012 にアップグレードできます。このウィザード

は必要な処理が一体となっていることから、コードに変更を加えなくても大半のパッ

ケージはアップグレード後も正常に動作します。ただし、パッケージの構成の値は変

更する必要があります。 

この点は、MSDN の「SSIS から SQL Server 2012 へのスムーズなアップグレードの

ための 5 つのヒント」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh667275.aspx) に、

他のベスト プラクティスと併せて記載されています。 

パッケージがアップグレードされ、テストも問題なく済んだら、SSIS 2012 のプロ

ジェクト配置モデルへの変換に着手できます。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh667275.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh667275.aspx
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プロジェクト配置モデルへの変換 

SSIS 2012 のプロジェクト配置モデルには、ETL の総保有コスト (TCO) を軽減するさ

まざまな機能が用意されています。プロジェクトをプロジェクト配置モデルに変換す

るには、Integration Services プロジェクト変換ウィザードを使用します。このウィ

ザードには、プロジェクトのコンテキスト メニューからアクセスできます (図 34)。

プロジェクトを選択した状態でマウスの右ボタンを押すと、コンテキスト メニュー

が表示されます。 

 

図 34: プロジェクト変換ウィザードの開始 

このオプションを選択するとウィザードが起動します。その [概要] 画面を図 35 に示

します。 

 

図 35: [概要] ページで変換手順を確認 
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[次へ] をクリックすると、[パッケージの選択] ページが表示されます (図 36)。 

 

図 36: 変換するパッケージの選択 

変換対象のパッケージを選択し、[次へ] をクリックして [パッケージ実行タスクの更

新] ページに進みます (図 37)。 

 

図 37: 更新するパッケージ実行タスクの選択 
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マスター パッケージとすべての実行パッケージの参照がウィザードによって特定さ

れています。新しいプロジェクト参照モデルに移行することで、プロジェクトの自己

完結性を確保できます。たとえば、配置中にパッケージが不足することはなくなり、

パッケージ実行タスクごとにファイル接続を分ける必要もありません。[次へ] をク

リックすると、[構成の選択] 画面が表示されます (図 38)。 

 

図 38: 変換する構成の選択 

外部参照に漏れがないように、すべての構成パラメーターとその種類がウィザードに

よって特定されます。この例では、環境変数や XML 構成ファイルが該当します。こ

の一覧にある構成は追加と削除が可能です。また、パッケージから構成を削除するた

めのオプションもあります。SSIS 2012 のプロジェクト モデルに変更した場合は、環

境変数や XML ファイルの構成が不要になるので、このオプションはオンにしておい

てください。 
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特定されたすべての構成を維持し、[次へ] をクリックして、[パラメーターの作成] 

ページに進みます (図 39)。 

 

図 39: パラメーターの作成 

次に、マスター パッケージの構成のスコープをすべて "パッケージ" から "プロジェ

クト" レベルに変更します。すべての実行パッケージの "親パッケージ" の構成は、

パッケージ レベルのパラメーターに変換されることに注意してください。構成の値

は、プロジェクトとパッケージが SSIS カタログに配置されれば、管理者が SSMS ま

たは T-SQL を使用して簡単に構成できます。その構成方法については、このセク

ションで [パッケージ実行タスク エディター] ページを取り上げるときに説明しま

す。 

[次へ] をクリックして [パラメーターの構成] 画面に進みます (図 40)。 
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図 40: パラメーターの構成 

個々の構成値の設定は、[パラメーターの構成] ページで変更できます。参照ボタン 

([…]) をクリックすると、パラメーターを設定するためのポップアップ ウィンドウが

表示されます (図 41)。 

 

図 41: パラメーターの詳細の設定 
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パラメーターの値と説明を変更できます。また、[必須] チェック ボックスをオンに

することで、属性を必須にすることもできます。差し当たって値を変更しない場合

は、[キャンセル] をクリックしてください。[次へ] をクリックして [確認] 画面に進み

ます (図 42)。 

 

図 42: 選択内容の確認 

前の画面で行った選択内容を確認した後、[変換] ボタンをクリックしてアップグレー

ド プロセスを開始します。ウィザードの [結果] 画面 (図 43) が表示され、1 つのパッ

ケージが変換されるたびにその変換結果が示されます。完了すると、プロジェクトの

保存が必要であることを伝えるポップアップ ウィンドウが表示されます。アップグ

レードの変更を適用するためにはプロジェクトを保存する必要があります。 
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図 43: 結果の確認 

[OK] をクリックしてポップアップ ウィンドウを閉じ、[閉じる] をクリックしてウィ

ザードを終了します。ウィザードが完了したところで、プロジェクト配置モデルが従

来とどのように違うのかを見ていきましょう。まずは、プロジェクトのパラメーター

からです。[Project.params] を選択し、[開く] を選択して、[プロジェクト パラメー

ター] ウィンドウに移動します (図 44)。 
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図 44: [プロジェクト パラメーター] ウィンドウ 

値を設定したり、説明を追加したりできるほか、"機微" と "必須" というフラグを設

定できます。[必須] フラグを設定すると、パラメーターの値が実行時に渡されます。

一般的な SSIS の問題がこれによって解消され、その点で非常に大きな進化と言えま

す。以前のバージョンでは、運用環境で使用する値が開発時やテスト時に設定されて

いました。 

[機微] 属性を true に設定することによって、機微な情報をパラメーター レベルで設

定できます。この場合、ログ画面や UI 画面に、パラメーター内の機微な情報は一切

表示されません。[機微] 属性は、接続文字列に機微な情報 (ユーザー名、パスワード

など) が含まれている場合に設定します。 

最後に、InpDtsxDirectoryName プロジェクト パラメーターを削除します。このパラ

メーターは、マスター パッケージのパッケージ実行タスクで参照される DTSX パッ

ケージのファイル名を動的に構成する目的で使用されていました。パッケージの参照

の種類を [プロジェクト参照] に設定した場合は不要です。 
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これを確認するために、パッケージ実行タスク エディターで EP_Load_State_Province 

を開きます (図 45)。このスクリーンショットは画面全体ではないので注意してくだ

さい。画像のサイズを小さくするために、一部だけを切り取ったものです。 

 

 

図 45: パッケージ実行タスク エディター 

参照の種類が "外部参照" ではなく、"プロジェクト参照" になっていることに注目し

てください。プロジェクトが自己完結しているため、この設定によって、無効なディ

レクトリやファイルを設定したり参照したりする問題を防ぐことができます。 

これで、SSIS 2012 パッケージ実行タスク エディターに、パラメーターのバインドが

追加されました。親パッケージからパラメーターの定義と設定を行えます。左ペイン

で [パラメーター バインド] を選択すると、パラメーター バインドの値が表示されま

す (図 46)。 
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図 46: パラメーター バインドの画面 

SSIS 2012 では、子パッケージの値が親から設定される点に注意してください。以前

のバージョンの SSIS は逆で、実行パッケージが "親パッケージ" の構成を使用してそ

の値を初期化していました。また、プロジェクト レベルの変数を使用して子パッ

ケージの変数を初期化できることにも注目してください。 

これは必須ではありませんが、ある程度の間接指定を排除する効果があります。初期

モデルのパッケージ構成では、まずマスター パッケージの変数を読み込み、それを使

用して実行パッケージの変数を読み込んでいました。言い換えると、$Project::InpCnSrc 

パラメーターで inpCnSrc 変数を読み込んで、それがパラメーターとしてバインドさ

れていました。今後は、$Project::InpCnSrc を直接バインドすることができます。 

実行パッケージの接続文字列構成は、SSIS 2012 の共有データ接続を使用して実装す

ることもできます。共有接続マネージャーの詳細については、SQL Server 2012 オン

ライン ブックの「新機能 (Integration Services)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb522534(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb522534(v=sql.110).aspx
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図 47 に示した最後のスクリーンショットは、変換後のマスター パッケージです。 

 

図 47: 変換後のマスター パッケージ 

変換後のマスター パッケージは正常に実行されます。また、参照の種類が "プロジェ

クト参照" に変更されたので (図 45)、ファイル接続は不要です。 

以上で変換が完了しました。次の手順はプロジェクトの配置ですが、このアップグ

レード ガイドの章では扱いません。プロジェクトの配置の詳細については、SQL 

Server 2012 オンライン ブックの「プロジェクトとパッケージの展開」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh213290(v=sql.110).aspx) を参照してくださ

い。SSIS 2012 サーバーの詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「Integration Services (SSIS) サーバー」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/gg471508(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

以上の内容を踏まえて、既存の ETL Framework を使用している場合でも、SSIS 2012 

のプロジェクト配置モデルに変換することを強くお勧めします。ここで取り上げたサ

ンプルでは、従来の SSIS 構成が SSIS 2012 のパラメーターに置き換えられました。

これにより、ソリューション内の "可動部品" が減り、TCO が削減されます。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh213290(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg471508(v=sql.110).aspx
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SSIS 2012 では、ETL Framework のカスタム ログとバッチ/系列のロジックを維持し

つつ、ログの機能が向上しています。これらのログ機能にプロジェクトとパッケージ

のパラメーターの利便性が加わったことで、サードパーティの ETL Framework を使

う必要性は低くなっています。新たに開発を始める場合は、既に広く採用されている 

ETL Framework がある場合を除き、組み込みの SSIS 2012 機能を活用することをお勧

めします。 

その他のリファレンス 

SSIS 2012 の機能セットや新機能、SSIS 2012 へのアップグレードに関するその他の

情報については、次のリソースを参照してください。 

 Jamie Thomson のブログ「SSIS Junkie」 

(http://sqlblog.com/blogs/jamie_thomson/default.aspx) 

 SQL Server Integration Services (MSDN)  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/cc511477.aspx) 

 

  

http://sqlblog.com/blogs/jamie_thomson/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/cc511477.aspx
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第 18 章: Reporting Services 

概要 

2004 年 1 月にリリースされた SQL Server 2000 Reporting Services (SSRS) で、レポー

トを設計して組織内に配置する機能が導入されました。この重要な SQL Server 2000 

コンポーネントが新たにリリースされてから、IT 部門、開発グループ、データベー

ス管理者 (DBA)、インフラストラクチャ スペシャリストは、レポート機能の総保有

コスト (TCO) を削減し、開発サイクルを短縮できました。また、Microsoft 以外のレ

ポート テクノロジを利用する割合も減少しました。 

SQL Server 2012 のリリースに伴い、SSRS にも重要な新機能が追加され、さらに使い

やすくなりました。現在、SSRS 2005、SSRS 2008、SSRS 2008 R2 のいずれかを利用

しているユーザーは、既存のレポートや環境を SSRS 2012 にアップグレードする最

適な方法を判断する必要があります。使用できるアップグレード方法は、現時点での 

SSRS 2005、SSRS 2008、SSRS 2008 R2 環境の配置状況、必要な可用性のレベル、必

要なアップグレード テストの内容などによって異なります。 

SSRS ネイティブ モードでのトポロジの配置方法については、「配置トポロジの計

画」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms157293(v=sql.110).aspx) を参照して

ください。 

SharePoint 統合モードにおける SSRS のトポロジの配置方法については、「SharePoint 

統合モードでの Reporting Services の配置トポロジ」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb510781(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

SSRS のスケールアウト アーキテクチャの配置方法については、SQLCAT で

「Reporting Services のスケールアウト トポロジ」

(http://sqlcat.com/sqlcat/b/technicalnotes/archive/2008/06/05/reporting-services-

scale-out-architecture.aspx) を参照してください。 

Reporting Services のエディション 

SSRS は SQL Server 2012 のすべてのコア エディションに付属しており、どのエディ

ションでも組織全体のレポートの固有のニーズに対応できるようになっています。 

各エディションで使用できるすべての機能を確認するには、SQL Server 2012 オンラ

イン ブックの「SQL Server 2012 の各エディションがサポートする機能」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc645993(SQL.110).aspx#reporting) を参照

してください。 

また、SSRS のバージョンとエディションの詳細については、SQL Server 2012 オンラ

イン ブックの「バージョン情報を検出する方法 (Reporting Services)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb630446(SQL.110).aspx) を参照してくださ

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms157293(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms157293(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510781(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510781(v=sql.110).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=134491
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc645993(SQL.110).aspx#reporting
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb630446(SQL.110).aspx
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い。 

本章では、簡略化のために SQL Server 2005 Service Pack (SP4) を “SQL Server 2005” 

と記載しますので、注意してください。 

一般的には、SSRS 2005、SSRS 2008、SSRS 2008 R2 の各エディションを SSRS 2012 

の同じエディションにアップグレードすることが推奨されていますが、エディション

違いのアップグレードも部分的にサポートされています。具体的には、SSRS 2005、

SSRS 2008、SSRS 2008 R2 の Standard Edition を、SSRS 2012 の Enterprise Edition に

アップグレードできます (もちろん SSRS 2012 の Standard Edition にもアップグレー

ドできます)。 

SSRS 2005、SSRS 2008、SSRS 2008 R2 の Standard Edition から SSRS 2012 の Business 

Intelligence Edition または Enterprise Edition にアップグレードすると、データ ドリブ

ン サブスクリプション、カスタム セキュリティ拡張機能、スケールアウト機能、警

告、Power View などの新機能を使用できるようになります。このような新機能の詳

細については、「SQL Server 2012 の各エディションがサポートする機能」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645993(v=SQL.110).aspx#reporting) の

「Reporting Services」を参照してください。 

バージョン別およびエディション別のアップグレード パスについては、「第 1 章 

アップグレードの計画と配置」と、SQL Server 2012 オンライン ブックの「サポート

されているバージョンとエディションのアップグレード」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=SQL.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

注: このドキュメントでは、データベース インスタンスの SQL Server 2012 への

アップグレードに関連する新機能の統合については取り上げません。 

アップグレードの注意点 

SSRS 2005、SSRS 2008、または SSRS 2008 R2 から SSRS 2012 にアップグレードする

際には、次の点に注意してください。 

SSRS が既定のインスタンスとしてインストールされる。レポート サーバー データ

ベースが同じサーバー上の既定の SQL Server インスタンス内に存在する場合、イン

プレース アップグレードを実行するには、リレーショナル エンジンとレポート サー

バーを同時にアップグレードする必要があります。この場合、SQL Server 2012 セッ

トアップ プログラムでは、リレーショナル エンジンをアップグレードした後で、レ

ポート サーバー コンポーネントをアップグレードします。レポート サーバー デー

タベースがアップグレードされる際に、SSRS 2012 で必要なスキーマに合わせてテー

ブルの構造が自動的に変更されます。ほぼすべてのスキーマの変更が発生するのは、

アップグレードされたレポート サーバー サービスが起動して自動アップグレード機

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645993(v=SQL.110).aspx#reporting
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=SQL.110).aspx)
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能が実行された時点です。 

リレーショナル エンジンをアップグレードせずに Reporting Services コンポーネン

トをアップグレードできる。レポート サーバー データベースが同じサーバー上の名

前付き SQL Server インスタンス (2008 SP2 以降) に存在するか、リモート サーバー

に存在する場合は、リレーショナル エンジンをアップグレードせずに Reporting 

Services コンポーネントをアップグレードできます。この場合は、アップグレードさ

れたレポート サーバー サービスを開始する際に、自動アップグレード機能によって

レポート サーバー データベースのテーブル構造が変更され、SSRS 2012 に必要なス

キーマが反映されます。SQL Server 2012 レポート サーバー サービスは引き続き 

SQL Server (2008 SP2 以降) のリレーショナル エンジンに接続しますが、新しいデー

タベース スキーマを使用します。 

SSRS にはクライアント コンポーネントとサーバー コンポーネントが含まれる。

SSRS 2005 を SSRS 2012 にアップグレードする (つまりサーバー コンポーネントを

アップグレードする) 場合は、すべてのレポート開発者が使用するクライアント コン

ポーネントもアップグレードする必要があります。SSRS 2012 サーバーで旧バージョ

ンのレポート デザイナーを使用することはできますが、レポート デザイナーでプレ

ビューしたレポートと、実行時にレンダリングされたレポートの表示が食い違う可能

性があります。ただし、あるクライアントでレポート デザイナーをアップグレード

すると、そのクライアントを使用して SSRS 2005 サーバーにレポートをパブリッ

シュすることはできなくなります。レポートの名前空間が異なるため、旧バージョン

のレポート サーバーにパブリッシュすることはできなくなりますが、SSRS 2012 の

レポート デザイナーで TargetServerVersion プロパティを設定することにより、SQL 

Server 2008 以降への配置は可能です。 

SSRS 2005、SSRS 2008、SSRS 2008 R2 のいずれかのクライアント コンポーネント

がレポート サーバーにインストールされている場合、そのサーバーを SSRS 2012 に

アップグレードするとクライアント コンポーネントが削除される。SSRS 2005、

SSRS 2008、または SSRS 2008 R2 の従来のクライアント コンポーネントが必要な場

合は、アップグレード完了後に再インストールできます。 

スケールアウト配置をアップグレードする必要がある場合は、スケールアウト配置

内の SSRS 2005、SSRS 2008、SSRS 2008 R2 の各レポート サーバーをアップグ

レードする必要がある。このサーバーは任意の順序でアップグレードできますが、

アップグレードが完了するまですべてのレポート サーバーを停止してください。

SSRS 2005 レポート サーバーを停止するには、Microsoft インターネット インフォ

メーション サービス (IIS) と Reporting Services Windows サービスを停止するだけで

かまいません。SSRS 2008 レポート サーバーまたは SSRS 2008 R2 レポート サー

バーを停止するには、Reporting Services 構成マネージャーを使用してレポート サー

バー インスタンスを停止する必要があります。最初のレポート サーバーをアップグ

レードした時点で、共有レポート サーバー データベースがアップグレードされま

す。アップグレードが完了したら、各レポート サーバーの Reporting Services 

Windows サービスを再起動してください。 
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アップグレードに関する一般的な注意事項とベスト プラクティスを次に示します。

SSRS のアップグレード プランを作成する前に確認してください。  
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 SQL Server 2012 インスタンス内で異なるバージョンを使用することはサポー

トされません。1 つの SQL Server 2012 インスタンス内で、データベース エン

ジン、Analysis Services、Reporting Services の各コンポーネントのバージョン

番号がすべて同一であることが必要です。 

 SQL Server をアップグレードする前に、SQL Server エージェントの Windows 

認証を有効にし、既定の構成を確認します (たとえば、SQL Server エージェン

トのサービス アカウントが SQL Server sysadmin グループのメンバーであるこ

とを確認します)。 

 SQL Server を別のエディションにアップグレードする場合、現在使用してい

る機能がアップグレード先のエディションでサポートされているかどうかを確

認します。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックで「SQL 

Server 2012 の各エディションがサポートする機能」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc645993(SQL.110).aspx) を参照して

ください。 

 SSRS 2012 コンポーネントでは、Windows Server 2003 または Windows Server 

2003 R2 を実行している Itanium ベースのサーバーはサポートされません。 

 プラットフォームの変更を伴うアップグレードはサポートされません。32 ビッ

トの SQL Server インスタンスをネイティブ 64 ビットにアップグレードするこ

とはできません。ただし、32 ビットの SQL Server インスタンスを WOW64 

(64 ビット サーバー上の 32 ビットのサブシステム) にアップグレードするこ

とはできます。また、データベースがレプリケーションでパブリッシュされて

いない場合は、32 ビットの SQL Server インスタンスのデータベースをバック

アップ (またはデタッチ) した後で、64 ビットの SQL Server インスタンスに復

元 (またはアタッチ) することができます。その場合、master、msdb、model 

の各システム データベースにあるログインなどのユーザー オブジェクトをす

べて再作成する必要があります。バージョン別およびエディション別のアップ

グレード パスについては、SQL Server 2012 オンライン ブックで「サポートさ

れているバージョンとエディションのアップグレード」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=SQL.110).aspx) を参照し

てください。 

 SQL Server 2012 にアップグレードするには、サポートされるオペレーティン

グ システムを実行している必要があります。SQL Server 2012 のハードウェア

要件とソフトウェア要件については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「SQL Server 2012 のインストールに必要なハードウェアおよびソフトウェ

ア」(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(SQL.110).aspx) を参

照してください。 

 再起動を保留している場合はアップグレードできません。 

 Windows インストーラー サービスが実行されていない場合はアップグレード

できません。 

 パフォーマンス カウンターが壊れている場合はアップグレードできません。  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc645993(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc645993(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506(SQL.110).aspx
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 SQL Server インスタンスを SQL Server フェールオーバー クラスターにアップ

グレードするには、アップグレードするインスタンスがフェールオーバー ク

ラスターであることが必要です。スタンドアロンの SQL Server インスタンス

を SQL Server フェールオーバー クラスターにアップグレードするには、新規

の SQL Server フェールオーバー クラスターをインストールした後で、データ

ベース コピー ウィザードを使用してそのスタンドアロン インスタンスのユー

ザー データベースを移動します。クラスターのアップグレード方法について

は、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server フェールオーバー ク

ラスター インスタンスのアップグレード (セットアップ)」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms191295(SQL.110).aspx) を参照し

てください。データベースの移行方法については、SQL Server 2012 オンライ

ン ブックの「データベース コピー ウィザードの使用」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms188664(SQL.110).aspx) を参照し

てください。 

 Windows Server 2008 が実行されているコンピューターで SQL Server 2005 を 

SQL Server 2012 にアップグレードするには、実行されている SQL Server 2005 

が SQL Server 2005 Service Pack 4 (SP4) であることが必要です。 

インプレース アップグレードとサイド バイ サイド アップグレード 

インストールされている SSRS 2005、SSRS 2008、または SSRS 2008 R2 を SQL 

Server 2012 にアップグレードする方法は、インプレース アップグレードとサイド バ

イ サイド移行の 2 種類があります。インプレース アップグレードは、セットアップ 

プログラムでサポートされる方法です。サイド バイ サイド移行は、SQL Server 2012 

インスタンスをクリーン インストールした後で、SQL Server 2005、2008、または 

2008 R2 のデータおよびメタデータを SQL Server 2012 に移動する方法です。 

インプレース アップグレード 

インプレース アップグレードの場合、SSRS 2005、SSRS 2008、または SSRS 2008 R2 

は削除され、SSRS 2012 に置き換えられます。アップグレード プロセス中に SSRS 

データベースがアップグレードされるため、ユーザーは SSRS 2005、SSRS 2008、ま

たは SSRS 2008 R2 のレポートにアクセスできなくなります。インプレース アップグ

レードの完了後に存在するのは SSRS 2012 だけです。インプレース アップグレード

を実行する場合、旧バージョンの SSRS を削除した後で SSRS 2012 をテストします。 

インプレース アップグレードは、後戻りのできないアップグレード方法です。イン

プレース アップグレードに失敗した場合、セットアップ プログラムによるアップグ

レードの完了後に以前の SSRS 2005、SSRS 2008、または SSRS 2008 R2 環境にロー

ルバックすることは困難です (ただし、セットアップ プログラムの実行中にアップグ

レードの取り消しを選択することはできます)。SSRS 2012 へのアップグレードが完

了した後で、以前の SSRS 環境にロールバックするには、SSRS 2012 をアンインス

トールし、再起動してから、SSRS 2005、SSRS 2008、または SSRS 2008 R2 を再イン

ストールします。そのうえで、SSRS 2005、SSRS 2008、または SSRS 2008 R2 のデー

タと構成ファイルを復元する必要があります。アップグレードに関する問題が発生し

た場合、非常に長いダウンタイムが発生する可能性があります。  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms191295(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms191295(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms188664(SQL.110).aspx
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サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイド アップグレードでは、SSRS 2005、SSRS 2008、または SSRS 2008 

R2 のインスタンスと共存する形で、SSRS 2012 インスタンスをインストールしま

す。従来のインスタンスはアンインストールされるまで残ります。SSRS 2005、SSRS 

2008、または SSRS 2008 R2 レポートはアップグレードの影響を受けないため、アッ

プグレード プロセス中もユーザーがアクセスすることができますが、そのパフォー

マンスは低下する可能性があります。SSRS 2012 を十分にテストした後で、旧バー

ジョンの SSRS をアンインストールできます。 

注: サイド バイ サイド アップグレードの場合は、既存のレポート サーバー デー

タベースのコピーを使用して新規インストールすることも、新しいサーバーにレ

ポートを再配置し、サーバー設定を再作成することもできます。このプロセスの

詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「Reporting Services のイ

ンストールの移行 (ネイティブ モード)」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143724(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

重要: サイド バイ サイド アップグレードを選択した場合、アップグレード プロ

セス中の可用性を向上でき、必要に応じて容易にロールバックできるだけでな

く、新旧のバージョンを同時に使用できることからテスト作業が簡単になりま

す。 

この章で説明した SSRS 2005、SSRS 2008、または SSRS 2008 R2 の構成で利用でき

るアップグレード オプションを表 1 に示します。これらのオプションは、SSRS 

2005、SSRS 2008、SSRS 2008 R2 のどのエディションでも利用できます。 

表 1: SSRS 2005、SSRS 2008、SSRS 2008 R2 のアップグレード オプション 

Reporting Services 2005/2008/2008 R2 の構成 

インプレース 

アップグレード 

サイド バイ サイド 

アップグレード 

シングル サーバー インストール (2005/2008/2008 R2) 可能 可能 

SQL Server 2005 でのリモート カタログ インストール 可能 可能 

スケールアウト インストール (2005/2008/2008R2) 可能 可能 

アップグレードのための準備 

SSRS のインプレース アップグレードを開始する場合、アップグレードの失敗に備え

て、確実にロールバックできるように準備しておいてください。インプレース アッ

プグレード プロセスは、ほとんどの状況に対処できるように設計され、テストされ

ていますが、想定外の問題が発生するとアップグレードに失敗する場合もあります。

最悪の場合、アップグレードの失敗が原因で SSRS 2005、SSRS 2008、または SSRS 

2008 R2 が使用できなくなることも考えられます。そのため、アップグレード プロ

セスの失敗を想定して計画しておくことが極めて重要です。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143724(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143724(v=sql.110).aspx
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アップグレードのための準備の詳しい手順については、『SQL Server 2008 R2 アップ

グレード テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx)  

で第 14 章の第 14.2 項「アップグレードのための準備」を参照してください。 

Reporting Services の重要な構成ファイル 

SSRS では、レジストリと構成ファイルにコンポーネント情報が格納されます。この

構成ファイルは、セットアップ時にファイル システムにコピーされます。構成ファ

イルには、内部専用値とユーザー定義値が組み合わせて格納されています。ユーザー

定義値は、セットアップ プログラム、構成ツール、コマンド ライン ユーティリティ

を使用して指定するか、構成ファイルを手動で編集して指定します。 

構成ファイルの変更が必要になるのは、詳細設定を追加したり構成したりする場合だ

けです。構成設定は、XML 要素または XML 属性として指定されます。XML ファイル

および構成ファイルを理解している場合は、テキスト エディターまたはコード エ

ディターを使用して、ユーザーが定義可能な設定を変更できます。構成ファイルの変

更方法や、レポート サーバーが新しい構成設定と更新された構成設定を読み取る方

法の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「Reporting Services の

構成ファイル (RSreportserver.config) の変更」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/bb630448(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

注: 削除または移動された設定については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「SQL Server 2012 における SQL Server Reporting Services の重大な変更」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143380(SQL.110).aspx) を参照してく

ださい。 

構成設定の格納 

ほとんどの構成設定は SSRS に含まれている構成ファイルに格納されます。アップグ

レードのための準備の詳しい手順については、『SQL Server 2008 R2 アップグレード 

テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx)  

で第 14 章の第 14.2.2 項「構成設定の格納」を参照してください。 

非推奨機能 

ここでは、SSRS の機能のうち、非推奨になり、将来のリリースでサポートされなく

なる機能について説明します。 

http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb630448(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb630448(v=sql.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143380(SQL.110).aspx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
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セマンティック モデリング言語レポート モデル 

セマンティック モデリング言語 (SMDL) レポート モデルは非推奨になります。既存

の SMDL レポート モデルは SQL Server 2012 Reporting Services レポートのデータ 

ソースとして引き続き使用できますが、レポートを更新して、既存のレポート モデ

ルに対する依存関係を取り除くことを検討してください。 

SSRS 2012 の非推奨機能の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「SQL Server 2012 における SQL Server Reporting Services の非推奨機能」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143509(SQL.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

廃止された機能 

SSRS 2012 で廃止された機能は、このガイドの執筆時点では存在しません。アップグ

レードの前に SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 で廃止された 

SQL Server Reporting Services の機能」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms144231(v=sql.110).aspx) を参照し、最新の変更情報を確認してくださ

い。 

重大な変更 

SSRS の重大な変更によって、以前のバージョンの SQL Server に基づくアプリケー

ション、スクリプト、または機能が使用できなくなる可能性があります。アップグ

レードの際に問題が発生する場合や、カスタム スクリプトまたはカスタム レポート

で問題が発生する場合があります。SQL Server 2012 Upgrade Advisor を使用する

と、多くの重大な変更による問題点を特定できます。「第 1 章 アップグレードの計

画と配置」および SQL Server 2012 オンライン ブックの「アップグレード アドバイ

ザーを使用したアップグレードの準備」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx) では、アップグレードの前にこのツールを使っ

て問題を検出し、修正する方法が紹介されています。 

レポート モデル デザイナーは SQL Server Data Tools では使用できない 

レポート モデル プロジェクトは SQL Server Data Tools (SSDT) ではサポート対象外と

なり、SSRS 2012 ではレポート モデル デザイナーを使用できなくなりました。SSDT 

で新しいレポート モデル プロジェクトを作成したり、既存のプロジェクトを開いた

りすることはできません。さらに、レポート モデルの作成や更新もできません。レ

ポート モデルを更新するには、SSRS 2008 R2 以前のツールを使用してください。レ

ポート ビルダーやレポート デザイナーなどの SSRS 2012 ツールで作成したレポート

では、レポート モデルをデータ ソースとして利用することができます。レポート モ

デルからレポート データを抽出するクエリを作成するためのクエリ デザイナーは、

SSRS 2012 でも使用できます。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143509(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144231(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144231(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144256(v=sql.110).aspx
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SSRS 2012 における重大な変更の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブッ

クの「SQL Server 2012 における SQL Server Reporting Services の重大な変更」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143380(SQL.110).aspx)か、『SQL Server 

2008 R2 アップグレード テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx)  

で第 14 章の第 14.2.5 項「重大な変更」を参照してください。 

動作の変更 

このリリースではさまざまな動作が変更されており、アップグレードの完了後に修正

が必要になる場合があります。このセクションでは、操作に影響を与える可能性があ

る、このリリースの機能の大きな変更点について説明します。 

"アイテムの表示" 権限では共有データセットがダウンロードされない (SharePoint 

モード) 

SSRS 2012 では、"アイテムの表示" SharePoint 権限を持つユーザーは、旧バージョン

の SSRS ではダウンロードできた Reporting Services 共有データセットのコンテンツ

をダウンロードできなくなりました。この動作変更は、レポート、データ ソース、

およびモデルに対する "アイテムの表示" 権限の動作との一貫性を確保することが目

的です。 

SSRS 2012 における動作の変更の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブッ

クの「SQL Server 2012 における SQL Server Reporting Services の動作変更」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143200(SQL.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

BIDS で使用するレポート プロジェクトと定義の更新 

既存のレポートを更新したり変更したりできるように、既存のレポート プロジェク

トと定義を更新して Business Intelligence Development Studio (BIDS) で使用できるよ

うにする必要があります。既存のレポート プロジェクトを BIDS 内で開く場合、プロ

ジェクトを Visual Studio 2010 形式にアップグレードする必要があります。プロジェ

クトを開くと、BIDS 環境内で Visual Studio 変換ウィザードが起動し、プロジェクト

のアップグレードを実行できます。 

レポート プロジェクトと定義の更新方法の詳細については、『SQL Server 2008 R2 

アップグレード テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx)  

で第 14 章の第 14.2.7 項「BI Development Studio で使用するレポート プロジェクト

と定義の更新」を参照してください。  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143380(SQL.110).aspx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143200(SQL.110).aspx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
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重要: SSRS 2008 スキーマに変換されたレポートは、SSRS 2005 インスタンスにパ

ブリッシュできなくなります。一方、SSRS 2012 では従来のバージョンの RDL を

変換なしで読み取ることができます。 

SQL Server 2012 バージョンの BIDS では、SQL Server 2012、SQL Server 2008、SQL 

Server 2008 R2 のレポート定義とレポート サーバー プロジェクトを使用できます。

いずれのバージョンのレポートについても編集、プレビュー、配置を実行できます。 

アップグレード ツール 

SQL Server 2012 Upgrade Advisor は、SQL Server 2012 へのアップグレードの準備に

役立ちます。アップグレード アドバイザーは従来のバージョンの SQL Server のイン

ストール済みコンポーネントを分析し、アップグレードの前後に修正する必要がある

問題を示すレポートを生成します。アップグレード アドバイザーをインストールし

て実行する方法については、「第 1 章 アップグレードの計画と配置」を参照してく

ださい。 

64 ビットに関する注意点 

プラットフォームの変更を伴うアップグレードはサポートされません。32 ビットの 

SQL Server インスタンスをネイティブ 64 ビットにアップグレードすることはできま

せん。ただし、32 ビットの SQL Server インスタンスを、64 ビット サーバー上の 32 

ビット サブシステムである Windows On Windows 64 (WOW64) にアップグレードす

ることはできます。また、データベースがレプリケーションでパブリッシュされてい

ない場合は、32 ビットの SQL Server インスタンスのデータベースをバックアップ 

(またはデタッチ) した後で、64 ビットの SQL Server インスタンスに復元 (またはア

タッチ) することができます。その場合、master、msdb、model の各システム デー

タベースにあるログインなどのユーザー オブジェクトをすべて再作成する必要があ

ります。 

既知の問題とその回避方法 

SSRS 2005、SSRS 2008、または SSRS 2008 R2 を SSRS 2012 にアップグレードする際

には、インプレースとサイド バイ サイドのどちらの方法でも、このセクションで説

明したようにさまざまな問題が発生する可能性があります。アップグレードの開始前

にこのような問題の多くを把握するために、アップグレード アドバイザーを実行し

て、アップグレードするインスタンスを分析し、レポートを生成します。レポートに

このような問題が記載されていた場合は、アップグレード アドバイザーによる推奨

事項と指示に従って、問題を解決するための方法や対策を実行してください。問題の

種類によっては、アップグレード アドバイザーで検出できない場合や、誤検出が大

量に発生する場合もあります。 
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アップグレードに関するきわめて重要度の高い問題については、アップグレード アド

バイザーで検出されなかった場合でも、必ず確認してください。SQL Server 2012 に

おける旧バージョンとの互換性に関する問題、重大な変更、SSRS の動作変更の詳細

については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「Reporting Services の旧バージョ

ンとの互換性」(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143251(SQL.110).aspx) を

参照してください。 

アップグレード アドバイザーによって検出される SSRS のアップグレードに関する

問題の一覧については、SQL Server 2012 Upgrade Advisor のヘルプで「Reporting 

Services のアップグレードに関する問題」を参照してください。 

既知の問題とその回避方法の詳細については、『SQL Server 2008 R2 アップグレード 

テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx)  

で第 14 章の第 14.2.10 項「既知の問題とその回避方法」を参照してください。 

バックアップとロールバックのプラン 

SSRS 2012 にアップグレードする前に、次の要件を確認し、バックアップとロール

バックのプランが策定されていることを確認してください。 

1. 要件を確認し、使用中のハードウェアとソフトウェアが SSRS 2012 に対応し

ているかどうかを判断します。 

2. システム構成チェッカー (SCC) を使用してレポート サーバーをスキャンし、

SQL Server 2012 の正常なインストールの支障になる問題がないことを確認し

ます。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「システム構成

チェッカーの検査パラメーター」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143753(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

3. SQL Server のセキュリティのベスト プラクティスとガイダンスを確認しま

す。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server イン

ストールのセキュリティに関する注意点」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms144228(v=sql.110).aspx) と、このガイドの第 5 章にある「データ

ベース セキュリティ」を参照してください。 

4. レポート サーバー上でアップグレード アドバイザーを実行し、正常なアップ

グレードの支障になる問題を特定します。 

5. 対称キーをバックアップします。詳細については、SQL Server 2012 オンライ

ン ブックの「Reporting Services の暗号化キーのバックアップと復元 (SSRS ネ

イティブ モード)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms157275(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143251(SQL.110).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms143251(SQL.110).aspx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143753(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143753(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144228(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144228(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms157275(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms157275(v=sql.110).aspx
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6. レポート サーバー データベースをバックアップします。詳細については、

SQL Server 2012 オンライン ブックの「別のコンピューターへのレポート 

サーバー データベースの移動」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms156421(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

7. 次のレポート サーバーの構成ファイルをバックアップします。 

a. Rsreportserver.config 

b. Rswebapplication.config 

c. Rssvrpolicy.config 

d. Rsmgrpolicy.config 

e. Reportingservicesservice.exe.config 

f. Web.config (レポート サーバーとレポート マネージャーの ASP.NET ア

プリケーションで使用されています) 

g. Machine.config (レポート サーバー操作用に変更している場合に 

ASP.NET で使用されています) 

8. すべてのカスタマイズ内容を IIS 内の既存の SSRS 仮想ディレクトリにバック

アップします。 

実稼働環境をアップグレードする前に必ず、実稼働環境と同じ構成のテスト環境で

アップグレード テストを実行してください。SSRS のアップグレードに関する注意点

については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「Reporting Services のアップグ

レードと移行」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143747(v=sql.110).aspx) 

を参照してください。 

SQL Server 2005 からのアップグレード 

SSRS 2005 から SSRS 2012 へのアップグレードには、インプレース アップグレード

とサイド バイ サイド移行という 2 種類の方法を使用できます。 

インプレース アップグレード 

SSRS 2005 を SSRS 2012 にインプレース アップグレードする場合、いくつか注意点

があります。SSRS 2005 が既定のインスタンスとしてインストールされており、レ

ポート サーバー データベースが同じサーバー上の既定の SQL Server 2005 インスタ

ンス内に存在する場合は、リレーショナル エンジンとレポート サーバーを同時に

アップグレードする必要があります。リレーショナル エンジンをアップグレードせ

ずに Reporting Services コンポーネントをアップグレードすることはできません。レ

ポート サーバー データベースが同じサーバー上の名前付きの SQL Server インスタン

ス内に存在するか、リモート サーバー (SQL Server 2005) 上に存在する場合は、リ

モート カタログがホストされているデータベース エンジン インスタンスをアップグ

レードしたうえで、Reporting Services コンポーネントをアップグレードする必要が

あります。  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms156421(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms156421(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143747(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143747(v=sql.110).aspx


427 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

SSRS 2005 から SSRS 2012 へのインプレース アップグレードのプロセスでは、さま

ざまなアップグレード処理が実行され、レポート サーバー コンテンツ、レポート定

義、コンポーネント構成が自動的に更新されます。ただし、このアップグレード プ

ロセスでは、レポート デザイナーまたは管理ツールがインストールされているクラ

イアント ワークステーションとクライアント コンピューターに対しては、更新が自

動的に処理されません。レポート サーバーをアップグレードした後で、そのワーク

ステーションとコンピューターをアップグレードする必要があります。 

セットアップ アプリケーションによるアップグレード 

SSRS 2005 から SSRS 2012 にアップグレードする手順を次に示します。これは、

SSRS 2008 または SSRS 2008 R2 から SSRS 2012 へのインプレース アップグレードと

同じ手順です。 

1. SQL Server のインストール メディアを挿入します。ルート フォルダーの 

Setup.exe をダブルクリックします。ネットワーク共有からインストールする

には、ネットワーク共有上のルート フォルダーに移動し、Setup.exe をダブル

クリックします。 

2. アップグレードする SSRS インスタンスがホストされているサーバー オペ

レーティング システムが SQL Server 2012 の最小要件を満たしていない場合

は、セットアップが中止され、最小要件を通知するメッセージが表示されます 

(図 1 を参照)。[OK] をクリックし、必要なコンポーネントをインストールした

後で、セットアップを再実行します。 

 

図 1: ポップアップ メッセージ 

3. 必須コンポーネントをインストールしたら、インストール ウィザードの手順

を進め、SQL Server インストール センターを起動します。既存の SQL Server 

インスタンスをアップグレードするには、インストール ページの [SQL Server 

2005、SQL Server 2008、または SQL Server 2008 R2 からのアップグレード] 

オプションをクリックします。図 2 は、アップグレードの選択画面です。 
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図 2: アップグレードの選択画面 

4. [セットアップ サポート ルール] のプロセスでは、セットアップ ファイルに関

するすべてのルールが検証されます。ルールでエラーが検出された場合は、問

題を修正する必要があります。この作業はセットアップを閉じずに実行できま

す。問題を解決したら、[再実行] ボタンをクリックして、[セットアップ サ

ポート ルール] のプロセスを再実行する必要があります。[次へ] をクリックし

て次に進みます。 

5. [プロダクト キー] ページのオプション ボタンを使用して、無償版の SQL 

Server にアップグレードするかどうかや、製品版の SQL Server の PID キーを

持っているかどうかを指定します。 

6. [使用許諾条件] ページで使用許諾契約書を読み、使用許諾条件に同意する場合

は対応するチェック ボックスをオンにします。続行するには、[次へ] をク

リックします。セットアップを終了するには、[キャンセル] をクリックしま

す。 

7. [製品の更新プログラム] ウィンドウでは、最新の更新プログラムをインストー

ルできます。[次へ] をクリックして最新の更新プログラムを探し、インストー

ル プロセスに追加してください。 

8. [セットアップ サポート ルール] のプロセスによって、セットアップ サポート 

ファイルを適切にインストールできなくなる原因となる可能性がある問題の有

無が再度確認されます。ルールでエラーが検出された場合は、問題を修正する

必要があります。この作業はセットアップを閉じずに実行できます。問題を解

決したら、[再実行] ボタンをクリックして、[セットアップ サポート ルール] 
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のプロセスを再実行する必要があります。[次へ] をクリックして次に進みま

す。 

9. [インスタンスの選択] ページで、アップグレードする SQL Server インスタン

スを指定します。図 3 は、[インスタンスの選択] 画面です。セットアップ プ

ログラムが実行されているコンピューター上にある SQL Server インスタンス

が表に示されます。既定のインスタンスが既にコンピューターにインストール

されている場合、名前付きの SQL Server 2012 インスタンスをインストールす

る必要があります。続行するには [次へ] をクリックします。 

 

図 3: [インスタンスの選択] 画面 

10. [機能の選択] ページでは、アップグレードする機能があらかじめ選択されてい

ます。機能名を選択すると、右側のペインに各コンポーネント グループの説明

が表示されます。アップグレードする機能は変更できず、アップグレード操作

中に機能を追加することもできないことに注意してください。アップグレード

操作の完了後にアップグレード済みの SQL Server 2012 インスタンスに機能を追

加する方法については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 

2012 のインスタンスへの機能の追加 (セットアップ)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc281940(v=sql.110).aspx) を参照してく

ださい。図 4 は、[機能の選択] 画面です。[次へ] をクリックして次に進みま

す。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc281940(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc281940(v=sql.110).aspx
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図 4: [機能の選択] 画面 

11. [インスタンスの構成] ページでは、SQL Server インスタンスの名前とインスタ

ンス ID の入力を求められます。このインスタンス ID はインストール パスの

一部になります。インスタンス ID は SQL Server インスタンスのインストール 

ディレクトリとレジストリ キーを識別するために使用されます。これは、既

定のインスタンスの場合も名前付きインスタンスの場合も同様です。既定のイ

ンスタンスの場合、インスタンス名とインスタンス ID は、MSSQLSERVER に

なります。既定以外のインスタンス ID を使用するには、[インスタンス ID] 

ボックスで別の値を指定します。[次へ] をクリックして次に進みます。 

12. [必要なディスク領域] ページでは、指定した機能のインストールに必要なディ

スク領域が計算され、セットアップ プログラムを実行しているコンピュー

ターの空き領域と比較されます。[次へ] をクリックして次に進みます。 

13. [サーバーの構成] ページの [サービス アカウント] タブで、SQL Server サービ

スで使用されるログイン アカウントを指定できます。このページで構成する

実際のサービスは、インストールした機能によって異なります。[次へ] をク

リックして次に進みます。 

注: これ以降のワークフローは、インストールするように選択した機能に

よって異なります。選択した機能によっては、一部のページが表示されな

い場合があります。  
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14. [フルテキスト検索アップグレード オプション] ページで、アップグレードす

るデータベースのアップグレード オプションを指定します。詳細について

は、このガイドの「第 6 章 フルテキスト検索」を参照してください。 

15. [エラーと使用状況レポート] ページでは、Microsoft に送信される情報を指定

します。この情報は SQL Server の機能向上に役立てられます。既定では、エ

ラー報告と機能の使用状況が指定されています。 

16. [セットアップ サポート ルール] のプロセスでは、アップグレード処理が開始

される前に、追加のルールがチェックされ、指定した SQL Server 機能にコン

ピューターの構成が対応しているかどうかが検証されます。一部のルールに合

格しなかった場合は、必要なコンポーネントをインストールするなどの対応を

行います。たとえば、Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 がインストールされ

ていない場合、使用中のオペレーティング システムによっては、この機能を

インストールするように求められます。 

17. [アップグレードの準備完了] ページには、セットアップ中に指定したアップグ

レード オプションがツリー表示されます。続行するには、[インストール] を

クリックします。アップグレードの実行中、[アップグレードの進行状況] ペー

ジにステータス バーが表示され、セットアップの進行状況を確認できます。 

18. インストールが終了すると、[完了] ページ (図 5 を参照) が表示されます。こ

のページにはインストールの概要ログ ファイルへのリンクと、その他の重要

な注意事項が表示されます。セットアップ ログ ファイルの詳細については、

SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server セットアップ ログ ファイ

ルの表示と読み取り」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143702(v=sql.110).aspx) を参照してください。インストール プロ

セスを完了するには、[閉じる] をクリックします。 

 

図 5: [完了] 画面 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143702(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143702(v=sql.110).aspx
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19. コンピューターの再起動を求めるメッセージ (図 6) が表示されたら、すぐに再

起動します。セットアップが完了したときに、インストール ウィザードの

メッセージを必ず確認してください。 

 

図 6: コンピューターの再起動を求めるメッセージ 

SQL Server 2012 へのアップグレード方法の詳細については、SQL Server 2012 オンラ

イン ブックの「インストール ウィザードを使用した SQL Server 2012 へのアップグ

レード (セットアップ)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms144267(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイド アップグレードを実行することで、SSRS 2005 を SSRS 2012 に

アップグレードできます。サイド バイ サイド アップグレードは、1 台のサーバーに

対して実行することも (既存のレポート サーバーを利用)、2 台のサーバーを使用して

実行することもできます (たとえば、新しいハードウェアを利用)。 

1 台のサーバーでアップグレードを実行する場合は、既存の SSRS 2005 と共存する形

で新しい SSRS 2012 インスタンスをインストールした後で、レポート サーバー コン

テンツ、レポート定義、構成情報などを新しいインスタンスに手動で移動します。2 

台のサーバーでアップグレードを実行する場合は、新しいサーバーに SSRS 2012 を 

(既定のインスタンスか名前付きインスタンスとして) インストールした後で、同様に

レポート サーバー コンテンツ、レポート定義、および構成情報を手動で移動しま

す。 

注: どのアップグレード プロセスを使用する場合も、レポート サーバーをアップ

グレードした後で、レポート デザイナーまたは SSRS 2005 管理ツールがホストさ

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144267(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144267(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144267(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms144267(v=sql.110).aspx
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れるワークステーションとコンピューターをアップグレードする必要がありま

す。 

新しいインスタンスのインストール 

サイド バイ サイド アップグレードでは、最初の手順で SSRS 2012 をインストールし

ます (構成は行いません)。1 台のサーバーまたは 2 台のサーバーでのアップグレード

を計画する際には、次の点に注意してください。 

 サーバーを追加できない場合は、1 台のサーバーによるアップグレード プロ

セスを使用できます。アップグレード プロセス中に、SSRS 2012 を名前付き

インスタンスとしてインストールする必要があります。アップグレードとテス

トが完了した後、SSRS 2005 をアンインストールしたら、名前付きインスタン

スの名前を変更して既定のインスタンスとして使用できます。 

 サーバーを追加して新しい SSRS 2012 レポート サーバーとして使用する場合

は、新しいサーバーに SSRS 2012 を既定のインスタンスまたは名前付きイン

スタンスとしてインストールできます。アップグレードとテストが完了した

ら、古いレポート サーバーを運用から外すか、別の用途で再利用します。 

SQL Server 2012 のインストールについては、「インストール ウィザードからの SQL 

Server 2012 のインストール (セットアップ)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143219(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

新しいインスタンスのインストール方法の詳細については、『SQL Server 2008 R2 

アップグレード テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx)  

で第 14 章の第 14.3.2.1 項「新しいインスタンスのインストール」を参照してくださ

い。 

新しいインスタンスの構成 

新しいインスタンスをインストールしたら、Reporting Services 構成ツールを使用し

てインスタンスを構成する必要があります。このツールは、Microsoft SQL Server 

2012 の [スタート] メニュー グループ内の [構成ツール] グループから起動します。 

新しいインスタンスの構成方法の詳細については、『SQL Server 2008 R2 アップグ

レード テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx)  

で第 14 章の第 14.3.2.2 項「新しいインスタンスの構成」を参照してください。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143219(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143219(v=sql.110).aspx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx


434 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

スキーマ、メタデータ、およびレポート サーバー コンテンツの更新方法 

レポート サーバー データベースは、次の段階を経てアップグレードされます。 

1. セットアップが完了してサービスが開始された後、または Reporting Services 

構成ツールで SQL Server 2005、SQL Server 2008、または SQL Server 2008 R2 

のレポート サーバー データベースを選択したときに、スキーマが自動的に

アップグレードされます。さらに、レポート サーバー サービスが開始された

ときにデータベース バージョンが確認されます。レポート サーバーが接続さ

れたデータベースのバージョンが古い場合、開始時にデータベースが更新され

ます。 

注: パブリッシュ済みのレポートとコンパイル済みのレポートのスナップ

ショットは最初に使用するときに更新されます。詳細については、SQL 

Server 2012 オンライン ブックの「レポートのアップグレード」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143674(v=sql.110).aspx) を参照

してください。 

詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「レポート サーバー 

データベースのアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms403392(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

2. [レポート マネージャー URL] オプションを使用して、レポート マネージャー

へのアクセスに使用する URL を構成します。表示される既定値を使用するこ

とも、別の値を指定することもできます。[レポート マネージャー URL] に

は、使用中の仮想ディレクトリ名を除く任意の名前を指定できます。元の 

SSRS 2005 インスタンスはまだインストールされ実行されているため、仮想

ディレクトリには "ReportServer" や "Reports" という名前 (SSRS 2005、SSRS 

2008、または SSRS 2008 R2 のインストール時に作成される仮想ディレクトリ

の既定の名前) を使わないでください。別のセクションに移る前に [適用] をク

リックして変更を保存します。 

3. データベース接続が確立されたら、[暗号化キー] オプションを使用して、アッ

プグレード前の計画プロセスで抽出し保存しておいた対称暗号化キーを復元し

ます。[復元] を選択し、SSRS 2005 インスタンスからキーを抽出して保存する

ための rskeymgmt ユーティリティで使用したファイル名とパスワードを指定

します。図 7 に、対称暗号化キーの復元に使用するオプションを示します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143674(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms403392(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms403392(v=sql.110).aspx
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図 7: 対称暗号化キーの復元 

注: 対象暗号化キーがまだ SSRS 2005 から抽出されていない場合は、

rskeymgmt ユーティリティを使って抽出します。このユーティリティは、

32 ビット版を実行している場合は <ドライブ:>¥Program Files¥Microsoft 

SQL Server¥90¥Tools¥Binn¥ に、64 ビット版を実行している場合は <ドラ

イブ:>¥Program Files(x86)¥Microsoft SQL Server¥90¥Tools¥Binn¥ にありま

す。何らかの理由で暗号化キーを復元できない場合は、[削除] オプション

を使用して既存の暗号化コンテンツを削除する必要があります。その場合

は、アップグレードの後で、暗号化されたコンテンツ (既存のデータ ソー

スの資格情報など) を手動で再作成する必要があります。 

4. 構成ツールの [電子メールの設定] オプションと [実行アカウント] オプション

を使用して、SSRS 2012 のその他の詳細な構成を設定します。新しいインスタ

ンスにこのような詳細オプションを設定するには、この 2 つのオプションを

使用します。 

5. 構成ツールを使用して新しいインスタンスの構成を完了すると、新しいインス

タンスを使用できるようになります。新しく構成された仮想ディレクトリを表

す URL をレポート マネージャー アプリケーションに指定することで、レポート 

マネージャー インターフェイスを起動します。たとえば、仮想ディレクトリが 

Reports_SQL2012 という名前であれば、http://MachineName/Reports_SQL2012 

という URL を使用することで、新しいレポート マネージャー アプリケーショ

ンを起動できます。アプリケーションが開いたら、SSRS 2005 の中で使用され

るレポート フォルダーとコンテンツ (データ ソース、レポート、その他のレ

ポート アイテム ファイル) が表示され、SSRS 2012 でも使用できるようにな

ります。 
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SQL Server 2008 からのアップグレード 

SSRS 2008 から SSRS 2012 へのアップグレードには、インプレース アップグレード

とサイド バイ サイド移行という 2 種類の方法を使用できます。 

インプレース アップグレード 

SSRS 2008 から SSRS 2012 へのインプレース アップグレードのプロセスでは、さま

ざまなアップグレード処理が実行され、レポート サーバー コンテンツ、レポート定

義、コンポーネント構成が自動的に更新されます。ただし、このアップグレード プ

ロセスでは、レポート デザイナーまたは管理ツールがインストールされているクラ

イアント ワークステーションとクライアント コンピューターに対しては、更新が自

動的に処理されません。レポート サーバーをアップグレードした後で、そのワーク

ステーションとコンピューターをアップグレードする必要があります。 

リレーショナル エンジンをアップグレードしなくても Reporting Services コンポーネ

ントをアップグレードできます。レポート サーバー データベースが同じサーバー上

の名前付き SQL Server 2008 SP2 インスタンスに存在するか、リモート サーバーに存

在する場合は、リレーショナル エンジンをアップグレードせずに Reporting Services 

コンポーネントをアップグレードできます。この場合は、アップグレードされたレ

ポート サーバー サービスを開始する際に、自動アップグレード機能によってレポー

ト サーバー データベースのテーブル構造が変更され、SSRS 2012 に必要なスキーマ

が反映されます。SQL Server 2012 レポート サーバー サービスは引き続き SQL 

Server 2008 SP2 のリレーショナル エンジンに接続しますが、新しいデータベース ス

キーマを使用します。SQL Server 2005 データベース エンジン インスタンスにレ

ポート サーバー データベースがホストされている場合は、リレーショナル エンジン

をアップグレードせずに Reporting Services コンピューターをアップグレードするこ

とはできません。レポート サーバー データベースが同じサーバー上の名前付きの 

SQL Server インスタンス内に存在するか、リモート サーバー (SQL Server 2005) 上に

存在する場合は、レポート サーバー データベースがホストされているデータベース 

エンジン インスタンスをアップグレードしたうえで、Reporting Services コンポーネ

ントをアップグレードする必要があります。 

注: SQL Server 2008 から SQL Server 2012 にアップグレードする場合の製品レベ

ルの最小要件は、SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) のリモート カタログまた

は既定のインスタンスです。 

セットアップ アプリケーションによるアップグレード 

セットアップ アプリケーションによる SSRS 2008 から SSRS 2012 へのアップグレー

ドは、セットアップ アプリケーションによる SSRS 2005 からのアップグレードと同

じです。詳細な手順については、この章の前のセクション「SQL Server 2005 からの

アップグレード」の「セットアップ アプリケーションによるアップグレード」を参

照してください。 



437 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイドの方法による SSRS 2008 から SSRS 2012 へのアップグレードは、

SSRS 2005 からのサイド バイ サイド アップグレードと同じです。詳細な手順につい

ては、この章の前のセクション「SQL Server 2005 からのアップグレード」の「サイ

ド バイ サイド アップグレード」を参照してください。 

新しいインスタンスのインストール 

新しいインスタンスをインストールする手順とオプションは SSRS 2005 のアップグ

レードの場合と同じです。具体的な手順については、「SQL Server 2005 からのアッ

プグレード」の「新しいインスタンスのインストール」を参照してください。 

新しいインスタンスの構成 

新しい SSRS 2012 インスタンスをインストールしたら、Reporting Services 構成ツー

ルを使用してそのインスタンスを構成する必要があります。このツールは、

Microsoft SQL Server 2012 の [スタート] メニュー グループ内の [構成ツール] グルー

プから起動します。 

新しいインスタンスを構成する手順は SSRS 2005 のアップグレードの場合と同じで

す。具体的な手順については、この章の前のセクション「SQL Server 2005 からの

アップグレード」の「新しいインスタンスの構成」を参照してください。 

SQL Server 2008 R2 からのアップグレード 

SSRS 2008 R2 から SSRS 2012 へのアップグレードには、インプレース アップグレー

ドとサイド バイ サイド移行という 2 種類の方法を使用できます。 

インプレース アップグレード 

SSRS 2008 R2 から SSRS 2012 へのインプレース アップグレードのプロセスでは、さ

まざまなアップグレード処理が実行され、レポート サーバー コンテンツ、レポート

定義、コンポーネント構成が自動的に更新されます。ただし、このアップグレード 

プロセスでは、レポート デザイナーまたは管理ツールがインストールされているク

ライアント ワークステーションとクライアント コンピューターに対しては、更新が

自動的に処理されません。レポート サーバーをアップグレードした後で、そのワー

クステーションとコンピューターをアップグレードする必要があります。 

リレーショナル エンジンをアップグレードしなくても Reporting Services コンポーネ

ントをアップグレードできます。レポート サーバー データベースが同じサーバー上

の名前付き SQL Server 2008 SP2 インスタンスに存在するか、リモート サーバーに存

在する場合は、リレーショナル エンジンをアップグレードせずに Reporting Services 

コンポーネントをアップグレードできます。この場合は、アップグレードされたレ

ポート サーバー サービスを開始する際に、自動アップグレード機能によってレポー

ト サーバー データベースのテーブル構造が変更され、SSRS 2012 に必要なスキーマ

が反映されます。SQL Server 2012 レポート サーバー サービスは引き続き SQL 
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Server 2008 SP2 のリレーショナル エンジンに接続しますが、新しいデータベース ス

キーマを使用します。SQL Server 2005 データベース エンジン インスタンスにレ

ポート サーバー データベースがホストされている場合は、リレーショナル エンジン

をアップグレードせずに Reporting Services コンピューターをアップグレードするこ

とはできません。レポート サーバー データベースが同じサーバー上の名前付きの 

SQL Server インスタンス内に存在するか、リモート サーバー (SQL Server 2005) 上に

存在する場合は、レポート サーバー データベースがホストされているデータベース 

エンジン インスタンスをアップグレードしたうえで、Reporting Services コンポーネ

ントをアップグレードする必要があります。 

セットアップ アプリケーションによるアップグレード 

セットアップ アプリケーションによる SSRS 2008 R2 から SSRS 2012 へのアップグ

レードは、セットアップ アプリケーションによる SSRS 2005 からのアップグレード

と同じです。詳細な手順については、この章の前のセクション「SQL Server 2005 か

らのアップグレード」の「セットアップ アプリケーションによるアップグレード」

を参照してください。 

サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイドの方法による SSRS 2008 R2 から SSRS 2012 へのアップグレード

は、SSRS 2005 からのサイド バイ サイド アップグレードと同じです。詳細な手順に

ついては、この章の前のセクション「SQL Server 2005 からのアップグレード」の

「サイド バイ サイド アップグレード」を参照してください。 

新しいインスタンスのインストール 

新しいインスタンスをインストールする手順とオプションは SSRS 2005 のアップグ

レードの場合と同じです。具体的な手順については、「SQL Server 2005 からのアッ

プグレード」の「新しいインスタンスのインストール」を参照してください。 

新しいインスタンスの構成 

新しい SSRS 2012 インスタンスをインストールしたら、Reporting Services 構成ツー

ルを使用してそのインスタンスを構成する必要があります。このツールは、

Microsoft SQL Server 2012 の [スタート] メニュー グループ内の [構成ツール] グルー

プから起動します。 

新しいインスタンスを構成する手順は SSRS 2005 のアップグレードの場合と同じで

す。具体的な手順については、この章の前のセクション「SQL Server 2005 からの

アップグレード」の「新しいインスタンスの構成」を参照してください。 

アップグレードに失敗した場合のトラブルシューティング 

アップグレード プロセスに失敗した場合は、まずセットアップ アプリケーションに

よって作成されたセットアップ ログを確認してください。  



439 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

<ドライブ>:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥110¥Setup Bootstrap¥LOG¥ ディレ

クトリに格納されている Summary.txt ファイルを確認します。エラー メッセージが

記録されていた場合は、必要な対策を講じてそのエラーを解決し、アップグレード 

プロセスを再実行してください。 

セットアップを実行するたびに、新しいタイムスタンプ付きのログ フォルダーが生

成されます。たとえば、SQL Server インストール センター ページを起動すると、そ

のページ専用のタイムスタンプ付きログ フォルダーが生成されます。さらに、その

ページから実行したセットアップ操作ごとに専用のタイムスタンプ付きログ フォル

ダーが生成されるため、このディレクトリを開くと複数のタイムスタンプ付きログ 

フォルダーが表示される場合があります。タイムスタンプ付きログ フォルダーの名

前の形式は YYYMMDD_hhmmss です。 

詳細なセットアップ ログは、<ドライブ>:¥Program Files¥Microsoft SQL 

Server¥110¥Setup Bootstrap¥LOG¥ にあります。 

詳細ログでエラーを確認する場合は、次の語句を検索してください。 

 ワトソン バケット 

 エラー: 

 例外が検出 

一般的なセットアップの要求では、次の 3 つの実行フェーズを経由します。 

1. グローバル ルールのチェック 

2. コンポーネントの更新 

3. ユーザーが要求した操作 

これらの各フェーズでは詳細ログと概要ログが生成されるほか、必要に応じて追加ロ

グ ファイルも生成されます。ユーザーが要求したセットアップ操作 1 回につき、3 回

以上セットアップが呼び出されます。 

一般的には、次のログ ファイルが生成されます。 

 Detail_GlobalRules.txt 

 Detail_ComponentUpdate.txt 

 Detail.txt 

概要ログ ファイル名の形式は Summary_[マシン名]_timestamp_[実行フェーズ] で

す。最終の概要ログは %Program Files%¥Microsoft SQL Server¥110¥setup 

bootstrap¥log フォルダーにコピーされ、わかりやすいように「Summary.txt」とい

う名前に変更されます。 

注: セットアップ中にログ ファイルが .cab ファイルにアーカイブされることはあ

りません。 
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セットアップ中の Windows インストーラー (MSI) の処理により、"[製品の機能]_ 

[CPU]_[LCID (オプション)]_[試行回数].log" の形式で独自のログ ファイルが生成され

ます。MSI の実行に失敗した場合は、ENU バージョンのみについて、関連する MSI 

ログで「return value 3」を検索します。 

データストア ファイルには、セットアップ プロセスで追跡されるすべての構成オブ

ジェクトの状態を示すスナップショットが含まれており、構成エラーのトラブル

シューティングに利用できます。実行フェーズごとに、データストア オブジェクト

に対して XML ファイル ダンプが作成されます。これらの XML ファイル ダンプは、

次に示すタイムスタンプ付きのログ フォルダー内にある個別のログ サブフォルダー

に保存されます。 

 Datastore_GlobalRules 

 Datastore_ComponentUpdate 

 Datastore 

詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server セットアップ 

ログ ファイルの表示と読み取り」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143702(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

アップグレード後の作業 

SSRS 2005、SSRS 2008、または SSRS 2008 R2 から SSRS 2012 にアップグレードした

後は、アップグレードに成功したことを確認してから、SSRS 2012 を構成することが

重要です。 

1. 特にインプレース アップグレードを実行した場合は、Reporting Services 構成

ツールを使用してレポート サーバーの構成を確認してください。このツール

を起動し、アップグレード済みのインスタンスに接続します。 

2. ツールの左ペイン内の項目を選択して、それぞれの構成設定を確認します。間

違った設定や未設定の項目を見つけた場合、設定を更新して変更を保存しま

す。 

3. サーバーに配置したサンプル レポートを実行して、レポート サーバーが適切

に動作していることを確認します。適切な URL を使用してレポート マネー

ジャーを起動します (たとえば、アップグレードされた既定のインスタンスの

場合は http://locahost/Reports、新たにインストールされ構成された名前付き

インスタンスの場合は http://localhost/Reportsnew)。レポートを選択して実行

し、少なくとも次のレポート サーバー機能が (使用されている場合に) 正常に

動作していることを確認してください。 

 標準機能とカスタム データ拡張機能。すべての定義済みデータ ソース

に対してレポートを実行し (標準データ プロバイダーまたはカスタム 

データ拡張機能を使用)、各データ ソースが適切に動作することを確認

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143702(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143702(v=sql.110).aspx
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します。 

 セキュリティ資格情報。データ ソースへの接続に使用できるセキュリ

ティ資格情報オプション (レポートの実行ユーザーが提供した資格情

報、レポート サーバーに安全に格納された資格情報、Windows 統合セ

キュリティ) をそれぞれ使用したレポートを実行します。 

 サブスクリプション。レポート サブスクリプションを確認し、その設

定が引き続き有効であることを確かめ、個別にテストして正常に完了す

ることを確認します。 

 カスタム表示と配信拡張機能。カスタム表示と配信拡張機能を十分に

テストして、それぞれが正しく動作することを確認します。ただし、

Visual Studio 2008 の共通言語ランタイム (CLR) を使用するには、SSRS 

2000 または SSRS 2005 向けに作成されたすべてのカスタム拡張機能を

再コンパイルする必要があります。 

 カスタム レポート アセンブリ。レポートにカスタム アセンブリへの参

照が含まれている場合は、レポートをテストして、カスタム アセンブ

リが引き続き意図したとおりに機能することを確認します。既に説明し

ましたが、Visual Studio 2008 の CLR を使用するには、SSRS 2000 また

は SSRS 2005 のレポート向けに作成されたすべてのカスタム アセンブ

リを再コンパイルする必要があります。 

4. SSRS 2005、SSRS 2008、および SSRS 2008 R2 には、レポート ビルダーとい

う特別なレポート ツールが付属しています。この機能を使用するには、エン

ド ユーザーがレポート ビルダーにアクセスできるように、既存のセキュリ

ティ ロール定義を変更する必要があります。既存のロール定義を表 2 のよう

に変更することを検討してください。 

表 2: SSRS をアップグレードした後のロールの変更 

既存のロール定義 推奨される変更 

ブラウザー "モデルの表示" を追加して、パブリッシュされたレポート ビルダー 

モデルを表示する権限を付与する。 

コンテンツ  

マネージャー 

"モデルの管理"、"モデルの表示"、"レポートの使用" を追加して、

モデルに対するすべての権限を付与し、レポート ビルダーでレポー

トを作成および変更できるようにする。 

パブリッシャー "モデルの管理" を追加して、レポート ビルダー モデルを作成、表

示、削除する権限を付与する。 

システム管理者 "レポート定義の実行" を追加して、レポート ビルダーを使用してレ

ポートを実行できるようにする。 

システム ユーザー "レポート定義の実行" を追加して、レポート ビルダーを使用してレ

ポートを実行できるようにする。 
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SSRS 2005 と SSRS 2012 の間でのレポートの移動 

この章の手順で SSRS 2005 インスタンスを SSRS 2012 にアップグレードすると、

レポート サーバーのすべてのコンテンツが新しいインスタンスに移動され、アップ

グレードされます。状況によっては、新しい SSRS 2012 インスタンスにレポートを 

1 つずつ慎重に移行する方がよい場合もあります。たとえば、1 つのレポート サー

バーで幅広いユーザー グループをサポートしながら、さまざまな開発グループが作

成したレポートを処理している場合は、レポートとユーザーを段階的に新しい SSRS 

インスタンスに移動する方が適切である可能性があります。また、複雑なレポートが

多数あり、テスト作業に手間がかかる場合は、それぞれのレポートを個別に移行する

方が効率的である可能性があります。 

既存のファイルを手動で移動する方法の詳細については、『SQL Server 2008 R2 アッ

プグレード テクニカル リファレンス ガイド 』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx)  

で第 14 章の第 14.7.1 項「SSRS 2000 と SSRS 2005、または SSRS 2005 と SSRS 2008 R2 

の間でのレポートの移動」を参照してください。 

SSRS 2008、SSRS 2008 R2、SSRS 2012 の間でのレポートの移動 

レポート定義ファイルには、.rdl ファイルの検証に使用するレポート定義スキーマの

バージョンを示す RDL 名前空間への参照が含まれています。SQL Server 2012 バー

ジョンの BIDS では、SQL Server 2012 と SQL Server 2008 の両方のバージョンのレ

ポート定義とレポート サーバー プロジェクトを使用できます。いずれのバージョン

のレポートについても編集、プレビュー、配置を実行できます。 

SQL Server 2008 のレポート定義を開き、更新してから保存すると、SQL Server 2012 

で新たに導入された機能を追加していない限り、SQL Server 2008 のレポート定義とし

て保存されます。SQL Server 2012 の新機能を使用した場合、そのレポート定義が有効

になりレポートが実行されるように、SQL Server 2012 のレポート定義として保存され

ます。詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server データ 

ツールの配置およびバージョン サポート (SSRS)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ee635898(v=sql.110).aspx) を参照してください。 

SQL Server 2005 の名前空間用に作成された .rdl ファイルを BIDS のレポート デザイ

ナーで開くと、バックアップ ファイルの作成と現在の名前空間へのレポートのアッ

プグレードが自動的に実行されます。アップグレードされたレポート定義を保存する

と、変換された .rdl ファイルが保存されることになります。保存するとすぐに、以前

のバージョンのレポート デザイナーでは開けなくなります。この方法でのみ、上記

のバージョンのレポート定義ファイルをアップグレードできます。 

  

http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee635898(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee635898(v=sql.110).aspx
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以前のバージョンの SSRS で作成された .rdl ファイルを SQL Server 2012 レポート 

サーバーに配置すると、.rdl ファイルが初めて使用されるときに自動的にアップグ

レードされます。レポート サーバーには、元の形式のレポート定義ファイルが格納

されます。レポートは初めて表示されたときに自動的にアップグレードされますが、

格納されたレポート定義ファイルは変更されません。 

詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「レポートのアップグレー

ド」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143674(v=sql.110).aspx) を参照して

ください。 

カスタム拡張機能とアセンブリの配置 

カスタム レポート アイテム、アセンブリ、または拡張機能がインストールされてい

る場合、それらのカスタム コンポーネントを再配置する必要があります。カスタム 

コンポーネントを使用していない場合は、このセクションを省略してもかまいませ

ん。 

SSRS 2005 のレポート用にカスタム拡張機能やカスタム アセンブリを配置して使用し

ていた場合は、それらを SSRS 2012 で使用できるように再配置する必要があります。

詳細については、『SQL Server 2008 R2 アップグレード テクニカル リファレンス ガ

イド』(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx) で第 

14 章の第 14.7.3 項「カスタム拡張機能とアセンブリの配置」を参照してください。 

構成ファイルの検証 

SSRS 2005 内部で構成を変更していた場合 (特に構成ファイルを手動で変更していた

場合)、一部の変更は Reporting Services 構成ツールによって自動的に適用されませ

ん。したがって、新旧のインスタンスの構成ファイルを比較し、SSRS 2005 の構成に

手動で加えていた変更を特定することをお勧めします。アップグレード前の計画プロ

セスで保存しておいた SSRS 2005 構成ファイルを、対応する新しい構成ファイルと

比較してください。 

詳細については、『SQL Server 2008 R2 アップグレード テクニカル リファレンス ガ

イド』(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-

99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx) 

で第 14 章の第 14.7.4 項「構成ファイルの検証」を参照してください。 

SSRS 2005、SSRS 2008、または SSRS 2008 R2 のアンインストール 

1 つのサーバーでサイド バイ サイド アップグレードを実行した場合は、SSRS 

2005、SSRS 2008、または SSRS 2008 R2 インスタンスと共存する形で構成された新

しい SSRS 2012 インスタンスを使用できます。しかし、いずれかの時点で従来の 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143674(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143674(v=sql.110).aspx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
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SSRS インスタンスをアンインストールすることになります。その時点で、SSRS 

2012 用に作成した仮想ディレクトリの名前を変更し、SSRS 2005、SSRS 2008、また

は SSRS 2008 R2 に構成していた元の名前を使用できます。レポート サーバーを参照

するエンド ユーザーとアプリケーションでは、アップグレードのために SSRS 2012 

に割り当てた仮想ディレクトリ名ではなく、元の URL と接続情報を使い続けること

ができます。 

詳細については、『SQL Server 2008 R2 アップグレード テクニカル リファレンス ガ

イド』(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-

99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx) 

で第 14 章の第 14.7.5 項「SSRS 2000、SSRS 2005、または SSRS 2008 のアンインス

トール」を参照してください。 

結論 

SSRS のアップグレードを成功させるには、起こり得るアップグレードの問題を認識

し、アップグレードの失敗に備えたロールバック戦略を確認しておくなど、詳細な

アップグレード プランを十分に検討しておくことが欠かせません。ロールバックを

計画する際には、次の要素は必ずバックアップするようにしてください。 

 データベース、アプリケーション、構成ファイル 

 Reporting Services の暗号化キー 

 カスタマイズされた IIS 構成ファイル 

 カスタマイズされた拡張機能とアセンブリ フォルダー 

アップグレード アドバイザーを使用して SSRS のアップグレードの障害となる問題

を特定し、組織と構成に適したアップグレード方法を判断してください。この章で

は、SSRS の各アップグレード方法の利点と欠点を挙げています。たとえば、サイド 

バイ サイド アップグレードは、元のインスタンスがそのまま残されるためロール

バックが容易です。一方、インプレース アップグレードは高速であるものの、アッ

プグレードが失敗した場合は前のインスタンスを復元しなければなりません。 

この章で示す準備のガイダンスとアップグレード手順に従えば、SSRS 2012 にスムー

ズに移行できるでしょう。 

その他のリファレンス 

その他、SQL Server 2012 へのアップグレードに関する最新のリファレンスについて

は、次のリンクを参照してください。 

 SQL Server 2012 Reporting の Web サイト  

(http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/solutions-technologies/business-

intelligence/reporting-services.aspx) 

http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/solutions-technologies/business-intelligence/reporting-services.aspx
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 SQL Server 2012 の Web サイト  

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 開発者向け技術情報  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server TechCenter  

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 

  

http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
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第 19 章: データ マイニング 

概要 

データ マイニングは、SQL Server Business Intelligence (BI) スイートの最も強力な分

析ツールの 1 つです。データ マイニングが初めて導入されたのは、データベース プ

ラットフォームの OLAP および BI コンポーネントである SQL Server 2000 Analysis 

Services (SSAS 2000) でした。SQL Server が高度なデータ マイニング分析に対応した

のはこれが初めてでしたが、SSRS 2000 は最も良く使用されるアルゴリズムであるデ

シジョン ツリーとクラスタリングをサポートしていました。SQL Server 2005 で、

BI スイートが一新されました。OLAP に対応した統合ディメンショナル モデル 

(UDM) が導入されたことで、SSAS 2005 のデータ マイニング機能はエンタープライ

ズ レベル分析市場への参入を果たしました。SQL Server 2005 のデータ マイニング

機能は改良を重ねて成熟されており、一般的なアルゴリズムにはすべて対応していま

す。SSAS 2005 のデータ マイニング機能の最も大きな特長は、他の BI スイート アプ

リケーションおよびビジネス アプリケーションとの統合性と、使いやすさです。

Microsoft Office 2007 用データ マイニング アドインの導入により、開発者、データ

ベース プロフェッショナル、上級ビジネス アナリストだけでなく、エンド ユーザー

も SQL Server のデータ マイニング機能を活用できるようになりました。 

SSAS 2008 と SSAS 2008 R2 にも、優れたデータ マイニング機能は継承されました。

SSAS 2008 では SSAS 2005 のデータ マイニング機能がさらに強化され、新機能の追

加、既存機能の改良が行われました。SSAS 2008 R2 と SSAS 2012 では、Business 

Intelligence Semantics Model (BISM) などの BI スイートの別の部分が重点的に強化さ

れており、データ マイニングについては SSAS 2008 と違いはありません。SQL 

Server 2005、2008、または 2008 R2 から SQL Server 2012 にアップグレードする場

合、事前に、動作の変更や重大な変更を考慮しておく必要があります。また、開発者

用の新しいツールとして、SQL Server Data Tools (SSDT) が提供されました。これは 

Business Intelligence Development Studio (BIDS) に代わるツールです。SSAS 2012 は

テーブル モードまたは多次元モードでインストールできます。データ マイニング機

能は、多次元モードの場合のみインストールされます。この章では、これらの変更に

加えて、アップグレードの準備と実行のための主要な手順と、アップグレード後の重

要な作業について説明します。また、次のようにデータ マイニング機能のアップグ

レードに関する重要なリソースも掲載しています。 

 SSAS 2012 のデータ マイニング機能の詳細については、SQL Server 2012 オン

ライン ブックの「データ マイニング (SSAS)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb510516(SQL.110).aspx) を参照してください。 

 SQL Server のデータ マイニングに関する追加情報については、データ マイニ

ングのフォーラム (http://social.msdn.microsoft.com/Forums/ja-

jp/sqldatamining/threads) を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510516(SQL.110).aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/ja-jp/sqldatamining/threads
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/ja-jp/sqldatamining/threads
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 その他、データ マイニングに関する有益な情報については、Jamie 

MacLennan (http://blogs.msdn.com/b/jamiemac) と Bogdan Crivat 

(http://www.bogdancrivat.net/dm) のブログを参照してください。 

SQL Server 2005、2008、および 2008 R2 のデータ マイニン

グ機能 

アップグレードを開始する前に、さまざまなエディションの SQL Server の各バージョ

ンでサポートされるデータ マイニング機能を確認することをお勧めします。このセク

ションの 2 つの表に、データ マイニング機能に関する情報を簡潔にまとめていま

す。すべてのバージョンについて、エディションには次の省略形を使用しています。 

 DC = Datacenter Edition (SQL Server 2008 R2 で選択可) 

 EE = Enterprise Edition (SQL Server 2005、2008、2008 R2、および 2012 で選

択可) 

 BI = Business Intelligence Edition (SQL Server 2012 で選択可) 

 SE = Standard Edition (SQL Server 2005、2008、2008 R2、および 2012 で選択可) 

 WG = Workgroup Edition (SQL Server 2005、2008、および 2008 R2 で選択可) 

 WE = Web Edition (SQL Server 2008、2008 R2、および 2012 で選択可) 

 SSE = SQL Server Express Edition と Express with Tools (SQL Server 2005、

2008、2008 R2、および 2012 で選択可) 

 SSEA = SQL Server Express Edition with Advanced Services (SQL Server 2005、

2008、2008 R2、および 2012 で選択可) 

これらのエディションに加え、Developer Edition と Enterprise Evaluation Edition が

あります。この 2 つのエディションの機能は Enterprise Edition と同じですが、ライ

センスが異なります。SQL Server 2005、2008、および 2008 R2 におけるデータ マイ

ニング機能のサポート レベルは、表 1 に示すように細かく分かれています。薄い灰

色のセルは、SQL Server 2008 と SQL Server 2008 R2 だけで使用できるエディション

と機能を示しています。 

表 1: SQL Server 2008 R2 の各エディションのデータ マイニング機能 

機能 DC EE SE WG WE SSE SSEA 

標準のデータ マイニング アルゴリ

ズム 

○ ○ ○ × × × × 

データ マイニング ツール: ウィザー

ド、エディター、クエリ ビルダー 

○ ○ ○ × × × × 

アルゴリズム ビューアー ○ ○ ○ × × × × 

http://blogs.msdn.com/b/jamiemac/
http://blogs.msdn.com/b/jamiemac/
http://www.bogdancrivat.net/dm/
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機能 DC EE SE WG WE SSE SSEA 

強化された統合 OLAP およびデータ 

マイニング機能 (MDX 予測関数と 

DM ディメンション) 

○ ○ ○ × × × × 

DM 予測クエリとのレポートの統合 ○ ○ ○ × × × × 

モデル処理の並列化 ○ ○ × × × × × 

モデル予測の並列化 ○ ○ × × × × × 

テキスト マイニングの用語抽出変

換 (SSIS) 

○ ○ × × × × × 

テキスト マイニングの用語参照変

換 (SSIS) 

○ ○ × × × × × 

データ マイニング クエリ変換 

(SSIS) 

○ ○ × × × × × 

データ マイニング処理変換先 (SSIS) ○ ○ × × × × × 

アルゴリズム プラグイン API ○ ○ × × × × × 

データ マイニング アルゴリズムの

構成とチューニングの拡張オプショ

ン 

○ ○ × × × × × 

無制限の同時データ マイニング  

クエリ 

○ ○ × × × × × 

アソシエーション ルールの無制限

の属性 

○ ○ × × × × × 

複数の Naïve Bayes の予測ターゲッ

ト、ニューラル ネットワーク、お

よびロジスティック回帰 

○ ○ × × × × × 

クロス検証 ○ ○ × × × × × 

マイニング構造データのフィルター

選択したサブセットのモデル 

○ ○ × × × × × 

時系列: ARTXP および ARIMA モデ

ル間のカスタムな組み合わせ 

○ ○ × × × × × 

時系列: 新しいデータでの予測 ○ ○ × × × × × 

時系列: 系列のクロス予測 ○ ○ × × × × × 

シーケンス予測 ○ ○ × × × × × 

 

ご覧のように、SQL Server 2008 R2 では多くの機能が Enterprise Edition と 

Datacenter Edition でしかサポートされていません。これらの 2 つのエディションの

ほかにデータ マイニングをサポートしているのは、Standard Edition のみです。 

SQL Server 2012 ではライセンスが整理され、エディションの数が減りました。主要

なエディションは、Standard Edition、Business Intelligence Edition、Enterprise 

Edition の 3 つです。Standard Edition では基本的なデータ マイニング機能を使用で

き、Business Intelligence Edition と Enterprise Edition ではすべてのデータ マイニン

グ機能を使用できます。表 2 に、SQL Server 2012 でサポートされるデータ マイニン

グ機能をエディション別に詳しく示します。 
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表 2: SQL Server 2012 の各エディションのデータ マイニング機能 

機能 EE BI SE WE SSE SSEA 

標準のデータ マイニング アルゴリズム ○ ○ ○ × × × 

データ マイニング ツール: ウィザー

ド、エディター、クエリ ビルダー 

○ ○ ○ × × × 

モデル処理の並列化 ○ ○ × × × × 

テキスト マイニングの用語抽出変換 

(SSIS) 

○ × × × × × 

テキスト マイニングの用語参照変換 

(SSIS) 

○ × × × × × 

データ マイニング クエリ変換 (SSIS) ○ × × × × × 

データ マイニング処理変換先 (SSIS) ○ × × × × × 

アルゴリズム プラグイン API ○ ○ × × × × 

データ マイニング アルゴリズムの構成

とチューニングの拡張オプション 

○ ○ × × × × 

無制限の同時データ マイニング クエリ ○ ○ × × × × 

アソシエーション ルールの無制限の 

属性 

○ ○ × × × × 

複数の Naïve Bayes の予測ターゲッ

ト、ニューラル ネットワーク、および

ロジスティック回帰 

○ ○ × × × × 

クロス検証 ○ ○ × × × × 

マイニング構造データのフィルター選

択したサブセットのモデル 

○ ○ × × × × 

時系列: ARTXP および ARIMA モデル間

のカスタムな組み合わせ 

○ ○ × × × × 

時系列: 新しいデータでの予測 ○ ○ × × × × 

時系列: 系列のクロス予測 ○ ○ × × × × 

シーケンス予測 ○ ○ × × × × 

 

SQL Server 2008 R2 から SQL Server 2012 に移行するときにエディションをダウング

レード (Enterprise Edition から Business Intelligence Edition へのダウングレードなど) 

すると、一部のデータ マイニング機能が使用できなくなります。インプレース アッ

プグレードの場合、エディションのダウングレードがサポートされていないため、 

この章の後のセクションで説明する方法でマイニング モデルを移行してください。

SQL Server 2005 と比較すると、SQL Server 2012 のデータ マイニング機能は格段に

強化されているため、SQL Server 2005 の予測データ マイニング モデルを再構築す

ると非常に効果的であると考えられます。さらに、SQL Server 2005 の予測モデルを

再検証することもお勧めします。SQL Server 2008 と SQL Server 2008 R2 のデータ マ

イニング モデルは SQL Server 2012 とほとんど同じであるため、簡単にアップグ

レードできます。とはいえ、SQL Server 2012 で廃止された機能や非推奨になった機

能、重大な変更や動作の変更を確認し、データ マイニング アプリケーションで予期

しない問題が発生しないようにしてください。 



452 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

アップグレードのための準備 

ニーズを満たすエディションの SQL Server 2012 エディションを選択したら、SQL 

Server 2008 R2 で非推奨になった機能を調べる必要があります。非推奨になった機能

がアップグレードに影響することはありませんが、次回のアップグレードの前にモデ

ルを更新し、使用を停止しておく必要があります。また、SQL Server 2012 で廃止さ

れた、または変更されたためアップグレードできない機能を把握しておくことも必要

です。さらに、SQL Server 2005、2008、2008 R2、2012 でのデータ マイニング動作

の違いにも注意し、予期しない結果を招かないようにしてください。それでは、各カ

テゴリの変更点を見ていくことにしましょう。ここでは、データ マイニング モデル

に関して発生する可能性のある問題も示します。SQL Server 2012 における SSAS の

変更点を網羅したリファレンスについては、SQL Server 2012 オンライン ブックの

「SQL Server データベース エンジンの旧バージョンとの互換性」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143532(SQL.110).aspx) を参照してくださ

い。 

非推奨機能 

SSAS 2000 では、Predictive Model Markup Language (PMML) 1.0 という XML マーク

アップ言語がサポートされています。PMML は、データ マイニング モデルを記述す

るための標準言語です。ただし、拡張機能が追加されているとはいえ、PMML 1.0 は

標準としては不完全です。一方、SSAS 2012 では PMML 2.1 標準がサポートされまし

た。SSAS 2000 の PMML 拡張機能は非推奨になりましたので、使用しないでくださ

い。ただし、PMML が直接使用されるのは SSAS 2000 マイニング モデルを PMML に

エクスポートする場合に限られるため、これが大きな問題になることは少ないと考え

られます。SSAS 2012 で PMML からマイニング モデルを作成し、それを SSAS 2012 

データベースに格納できます。SSAS 2012 からエクスポートする場合は、標準の 

PMML が生成されます。SQL Server 2000 の PMML 1.0 に関する重要な拡張機能に

は、次のようなものがあります。 

 入れ子になったテーブルのサポート。 

 単純な Categorical モデル変数と Continuous モデル変数のほか、Discretized、

Ordered、Cyclical の各モデル変数。 

 入れ子になったテーブルでのキー列のサポート。 

 "階層の親" としてのリレーションシップの種類の列のサポート。 

 すべてのモデル変数に (連続するドメインを含むモデル変数でも)、Missing 状

態を格納できる。 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143532(SQL.110).aspx
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SQL Server 2000 データ マイニング機能および拡張機能の詳しい仕様については、

「データ マイニング用の OLE DB の仕様 1.0」

(http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?DisplayLang=en&FamilyID=01

005f92-dba1-4fa4-8ba0-af6a19d30217) を参照してください。SSAS 2012 での非推奨

機能の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL Server 2012 に

おける Analysis Services 非推奨機能」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143346(SQL.110).aspx) を参照してください。 

廃止された機能 

SSAS 2008、SSAS 2008 R2、SSAS 2012 で廃止された SSAS 2005 のデータ マイニン

グ機能のごく一部を次に示します。 

 "マイニング実行の場所" 接続文字列プロパティ 

 "マイニングの場所" 接続文字列プロパティ 

SSAS 2012 では、OLE DB プロバイダーは "マイニング実行の場所" プロパティと "マ

イニングの場所" プロパティをサポートしません。接続文字列でマイニング実行の場

所のプロパティを指定することはできますが、SSAS 2012 ではその指定が無視されま

す。マイニング モデルを SQL Server 2000 からアップグレードする必要がある場

合、SQL Server 2012 に直接アップグレードすることができないことに注意してくだ

さい。まず、SQL Server 2000 を SQL Server 2005、2008、または 2008 R2 にアップ

グレードする必要があります。直接アップグレードすることができないため、以下も

廃止されました。 

 SSAS 2000 のデータベースを新しいバージョンに移行するための移行ウィ

ザード 

 SSAS データベースと互換性のある Decision Support オブジェクト (DSO) ライ

ブラリ 

SSAS 2012 で廃止された機能の詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブック

の「SQL Server 2012 で提供が中止された Analysis Services の機能」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143229(SQL.110).aspx) を参照してくださ

い。 

  

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?DisplayLang=en&FamilyID=01005f92-dba1-4fa4-8ba0-af6a19d30217
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143346(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143346(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143229(SQL.110).aspx
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重大な変更 

SSAS 2005 のデータ マイニング モードを SSAS 2012 にアップグレードする場合、次

の問題により、アップグレードに失敗したり、アップグレード後に SSAS データベー

スを更新する必要が生じたり、マイニング モデルの結果が変更されたりすることが

あります。 

 ODBC データ ソースは SSAS 2012 ではサポートされていません。ODBC デー

タ ソースを使用している場合は、それを OLE DB プロバイダーに変更する必

要があります。 

 DSO は、SQL Server 2012 のインストール時に既定ではインストールされませ

ん。 

 データ マイニング拡張機能 (DMX) ステートメントで Visual Basic for 

Applications (VBA) 関数を使用できます。ただし、SSAS 2012 では VBA 関数の 

NULL 値の処理方法が変更されています。SSAS 2005 の場合、引数として 

NULL 値または空の値が使用されると、VBA 関数は 0 または空の文字列を返し

ます。SQL Server 2012 の場合、VBA 関数は NULL を返します。 

このような重大な変更については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「SQL 

Server 2012 の Analysis Services 機能における重大な変更」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143742(SQL.110).aspx) でも説明していま

す。 

動作の変更 

SSAS 2005、2008、または 2008 R2 から SSAS 2012 にアップグレードする場合、マ

イニング モデルの動作に特に変更はありません。詳細については、SQL Server 2012 

オンライン ブックの「SQL Server 2012 における Analysis Services 機能の動作の変

更」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143682(SQL.110).aspx) を参照してくだ

さい。 

アップグレード アドバイザーの実行 

アップグレードの際に注意が必要な点をすべて手動でチェックする必要はありませ

ん。SQL Server 2012 Upgrade Advisor を利用して、隠れている問題を検出すること

ができます。ただし、アップグレード アドバイザーですべての問題を検出できるわ

けではありません。検出されるのは、アップグレードに支障をきたす問題のみです。 

アップグレード アドバイザーのインストール方法と使用方法については、このガイ

ドの第 1 章「アップグレードの計画と配置」で説明していますので、そちらを参照

してください。ここでは、アップグレード アドバイザーのデータ マイニング モデル

関連機能の使用方法を示すために、SSAS 2005 と SSAS 2008 R2 上に簡単な SSAS 

データベースを用意しました。このデータベースには 2 つのマイニング モデルと、

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143742(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143742(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143682(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143682(SQL.110).aspx
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その他の必要オブジェクトが含まれていますが、OLAP ディメンションおよびキュー

ブは含まれていません。この例では、SSAS 2005 AdventureWorksDW サンプル デー

タベースを使用します。 

アップグレード アドバイザーをインストールして、起動します。最初のページで、

[アップグレード アドバイザー分析ウィザードの開始] リンクをクリックします。[よ

うこそ] ページで [次へ] をクリックした後、図 1 に示すように、SQL Server コンポー

ネント ウィンドウで [Analysis Services] を選択します。 

 

図 1: SQL Server アップグレード アドバイザー分析ウィザードで Analysis Services コ

ンポーネントを選択する 

次に、2005 インスタンスを選択して分析を実行します。分析が完了したら、アップ

グレード アドバイザー レポート ビューアーを起動します。図 2 の結果を見るとわか

るように、未解決の問題はありません。SQL Server 2005、2008、2008 R2、および 

SQL Server 2012 のデータ マイニング モデルの差異は小さいため、これは予想どお

りの結果と言えます。 
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図 2: SQL Server 2005 データ マイニング モデルの分析の結果 

SSAS 2005 のデータ マイニング モデルについても、アップグレード アドバイザーで

は未解決の問題が検出されないと考えられます (SSAS 2008 および 2008 R2 のモデル

も同様です)。だからと言って、SSAS 2005 のモデルを単純にアップグレードできる

わけではありません。アップグレード後の作業を行う必要があります。この章で後ほ

ど説明しますが、SSAS 2012 にアップグレードした後で SSAS 2005 の予測モデルを

更新することをお勧めします。 

SQL Server 2005 からのアップグレード 

第 1 章では、SQL Server 2012 セットアップ プログラムを起動してインプレース 

アップグレードとサイド バイ サイド アップグレードを行う方法について説明しまし

た。このセクションでは SQL Server 2012 が既にインストールされていることを前提

としているため、アップグレード プロセスについては説明しません。ここでは、

SSAS 2005 から SSAS 2012 へのアップグレードで生じる可能性のあるデータ マイニ

ングの問題について重点的に取り上げます。後で説明するように、インプレース 

アップグレードの方が手順は簡単ですが、マイニング モデルの移行に関してはサイ

ド バイ サイド アップグレードの方が多くの選択肢があります。 
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SQL Server 2005 から SQL Server 2012 へのデータ マイニング モデルのアップグレー

ド方法について説明するために、サンプルの SSAS 2005 データベースを使用しま

す。このサンプル データベースには、SQL Server 2005 AdventureWorksDW デモ 

データベースのデータ ソース、必要なデータベース ビュー (vTargetMail、

vTimeSeries、vAssocSeqOrders、vAssocSeqLineItems) をすべて含むデータ ソース 

ビュー、4 つのデータ マイニング構造を持つ 7 つのデータ マイニング モデルが含ま

れています。4 つの予測モデルでは、vTargetMail を基本とした同じ構造が使用され

ています。この予測モデルでは、人口統計データと 4 つのアルゴリズム (Decision 

Trees、Naïve Bayes、Neural Network、Clustering) を使用して、顧客が自転車を購入

する可能性を予測します。時系列マイニング モデルは、vTimeSeries ビューに基づく

独自の構造になっており、各地域での自転車モデルの販売数量と販売額を予測するた

めに使用されます。 

アソシエーション ルール アルゴリズム モデルは、vAssocSeqOrders データベース 

ビューと vAssocSeqLineItems データベース ビューを使用して、自転車と併せて販売

される製品を特定します。シーケンス クラスター アルゴリズムも同じソース データ

ベース ビューを使用しますが、独自の構造を持ち、アソシエーション ルール モデル

の構造とはキーの定義方法が異なっています。シーケンス クラスター アルゴリズム

は自転車と併せて販売される製品を特定するだけでなく、製品の売買順序も特定しま

す。図 3 はアソシエーション ルールの列の使用状況、図 4 はシーケンス クラスター

の列の使用状況を示しています。 

 

図 3: アソシエーション ルールの列の使用状況 
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図 4: シーケンス クラスターの列の使用状況 

この例のデータ マイニング モデルに対応するためにアップグレードが必要な SSAS 

2005 データベース内のオブジェクトは、データ ソース、データ ソース ビュー、7 つ

のマイニング モデルを持つ 4 つのマイニング構造などです。図 5 を参照してくださ

い。 

 

図 5: SSAS 2005 データベース内でアップグレードが必要なすべてのオブジェクト 
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インプレース アップグレード 

SSAS 2005 から SSAS 2012 へのインプレース アップグレードを開始するには、SQL 

Server セットアップを実行します。データ マイニング モデルに関しては、アップグ

レード プロセスは特に問題ではありません。SSAS データベースは自動的にアップグ

レードされ、SSAS 2005 のときと同様にマイニング モデルを使用できます。また、

SSDT 2012 でも SSAS 2005 マイニング プロジェクトを使用して開発を継続できま

す。SSDT 2012 で SSAS 2005 データ マイニング プロジェクトを初めて開いたとき

に、Visual Studio 変換ウィザードが自動的に起動して、そのプロジェクトが 2012 

バージョンに変換されます。従来のバージョンのプロジェクトを SSDT 2012 用に変

換する前に、バージョン管理システムを使用して従来のバージョンを保持するか、プ

ロジェクトを手動でバックアップすることを検討してください。図 6 に、BIDS 2005 

プロジェクトを開いたときに Visual Studio 変換ウィザードが起動した状態を示しま

す。 

 

図 6: BIDS 2005 プロジェクトを開いたときに SSDT 2012 の Visual Studio 変換ウィ

ザードが起動する 

インプレース アップグレードを実行する場合は、SQL Server セットアップを実行

し、SQL Server インストール センターの [インストール] タブにある [SQL Server 

2005、SQL Server 2008、または SQL Server 2008 R2 からのアップグレード] リンク

をクリックします (図 7)。 
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図 7: インプレース アップグレードを実行するためのアップグレード リンクの選択 

アップグレード プロセスについてはこれまでの章で説明したので、ここでは詳しく

紹介しません。ただし、適切な SSAS 2005 インスタンスを選択するように注意して

ください。アップグレードしたインスタンスは多次元モードかデータ マイニング 

モードになります。SQL Server セットアップからは SSAS 2012 テーブル モードへの

インプレース アップグレードを選択できません。アップグレードしても、SQL 

Server Management Studio (SSMS) などの SQL Server 2005 ツールはコンピューター

上に残されます。ただし、図 8 に示すように、SSMS 2005 を使用して SSAS 2012 

データベースに接続することはできません。当然ですが、アップグレードされたイン

スタンスには SSMS 2012 を使用して接続できます。 

 

図 8: SSMS 2005 で SSAS 2012 インスタンスへの接続を試みたときのメッセージ 
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また、SSAS 2005 から SSAS 2012 へのインプレース アップグレードを実行した後で、

データ マイニングに関する重要な作業をいくつか実行する必要があります。SSAS 2012 

には有用なデータ マイニング機能が多数備えられており、運用環境にさまざまな予

測モデルを配置したり、マイニング構造を統合したり、予測モデルを調整したりでき

ます。これらの重要な考慮事項については、この章の「アップグレード後の作業」で

説明します。 

サイド バイ サイド アップグレード 

サイド バイ サイド アップグレードの場合、SSAS 2005 のマイニング モデルを SSAS 

2012 に移行する際の選択肢が多数あります。 

 SSAS 2005 データベースをバックアップした後、それを SSAS 2012 で復元で

きます。 

 SSMS を使用して、データベース全体またはデータベース内のオブジェクトを

作成するための XMLA スクリプトを作成し、SSAS 2012 で実行できます。 

 SSDT 2012 で SSAS 2005 プロジェクトを開き、それを SSAS 2012 で配置でき

ます。 

 SSDT 2012 で SSAS 2005 データベースをリバース エンジニアリングして 2012 

プロジェクトを作成し、それを SSAS 2012 で配置できます。 

さらに、EXPORT コマンドと IMPORT DMX コマンドを使用して、SSAS 2005 データ 

マイニング モデルを SSAS 2012 データベースに簡単にインポートできます。ただ

し、SSAS 2012 は多次元モードおよびデータ マイニング モードでインストールされ

ている場合しかデータ マイニングをサポートしません。テーブル モードの SSAS 

2012 ではデータ マイニングがサポートされないため、マイニング モデルを SSAS 

2012 テーブル インスタンスに移行することはできません。 

SSAS データベース全体を移行する際の選択肢については第 16 章「Analysis 

Services」で説明しているので、ここではデータ マイニングの移行に関連する選択肢

について説明します。 

EXPORT DMX コマンドを使用すると、依存関係を維持したまま、マイニング構造全

体、1 つ以上のマイニング モデル、モデルまたは構造のいずれかをエクスポートで

きます。依存関係を維持してエクスポートを実行する場合、データ ソースやデータ 

ソース ビューなど、構造を処理する必要があるすべてのオブジェクトがバックアッ

プ (.abf) ファイルに格納されます。サンプル SSAS 2005 データベースに対して実行す

る EXPORT コマンドの例をいくつか示します。 

-- 構造全体のエクスポート 

EXPORT MINING STRUCTURE [TM2005] 

    TO 'C:¥Upgrade2012WP¥TM2005_Structure.abf'; 

-- 1 つのモデルのエクスポート 

EXPORT MINING MODEL [TM2005_DT] 

    TO 'C:¥Upgrade2012WP¥TM2005_Model.abf'; 

-- 依存関係を持つモデルのエクスポート 
EXPORT MINING MODEL [AR2005] 

    TO 'C:¥Upgrade2012WP¥AR2005_Model_Dependencies.abf' 

WITH DEPENDENCIES; 
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SSAS 2012 では、SSMS を使用して空のデータベースを作成できます。マイニング構

造を処理するために必要なオブジェクト、つまりデータ ソースとデータ ソース 

ビューを SSMS から作成することはできません。SSDT 2012 を使用すると、データ 

ソースとデータ ソース ビューのみを含む SSAS プロジェクトを作成し、配置した後

で、マイニング モデルと構造をインポートできます。 

既にインポート先の SSAS 2012 データベースが存在し、マイニング構造のみをイン

ポートする必要がある場合は、次のコマンド例に示すように、全体の構造を含むバッ

クアップ ファイルからマイニング構造をインポートします。 

-- 構造全体のインポート 

IMPORT 

  FROM 'C:¥Upgrade2012WP¥TM2005_Structure.abf'; 

マイニング モデルのみが含まれるファイルからインポートする場合は、関連付けら

れている構造も作成されます。そのため、インポート先の SSAS データベース内に同

じ名前の構造がないことが前提になります。次のコマンドは、マイニング モデルを

インポートする例を示しています。 

-- 1 つのモデルのインポート 

IMPORT 

  FROM 'C:¥Upgrade2012WP¥TM2005_Model.abf'; 

このコマンドでは、TM2005_DT モデルがエクスポートされているファイルからイン

ポートします。先ほど確認したとおり、インポート先のデータベース内に TM2005 

構造が存在していないことが前提です。この構造はインポート中に再作成されるため

です。2 回目のインポートを実行した場合は、3 回目のインポートが失敗します。イ

ンポート先データベースに TM2005 構造がなければ、3 回目のインポートは成功しま

す。3 回目のインポートが成功すると、TM2005 構造には TM2005_DT というモデル

が 1 つだけ格納されます。 

インポート後にデータベース全体を処理して、すべての依存オブジェクトが正しくイ

ンポートされたことを確認してください。 

アップグレード後の作業 

SSAS 2005 から SSAS 2012 にアップグレードしたら、運用環境に配置する予測モデ

ルを決定する前に、予測モデルの精度と信頼性を確認する必要があります。 

リフト チャート 

リフト チャートは、予測モデルの精度を確認するための最も一般的な方法です。リ

フト チャートを使用するには、データをトレーニング セットとテスト セットに分割

する必要があります。そのトレーニング セットを使用してモデルのトレーニングを

実行した後、テスト セットで対象の変数の予測を行います。テスト セットにおける
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対象の変数の実際の値はわかっているため、予測が正確であった回数を計測し、各モ

デルの精度を比較することができます。リフト チャートは、この比較をグラフィカ

ルに示す標準的な方法です。図 9 は、SSAS 2005 のサンプル データベースで作成し

た予測モデルのリフト チャートで、予測対象の変数 (自転車購入者) の値 1 (購入者) 

を表しています。このリフト チャートから、各モデルのパフォーマンスを簡単に把

握できます。 

 

図 9: 1 つの値を予測するリフト チャート 

このリフト チャートには合計 6 本の曲線と直線があります。4 本の曲線は予測モデル

を表し、2 本の直線は理想モデルとランダム推測を表します。X 軸は母集団全体 (すべ

てのケース) の割合 (%) を表し、Y 軸は対象になる母集団 (自転車購入者) の割合 (%) 

を示します。理想モデルに対応する直線 (一番上の直線) から、Adventure Works の顧

客のおよそ 50% が自転車を購入することがわかります。自転車を購入する顧客と購

入しない顧客を 100% 確実に予測できるとすれば、母集団の 50% を対象にするだけ

ですべての自転車購入者を把握できます。下にある直線は、ランダム推測を表す直線

です。母集団からランダムにケースを選択する場合、自転車購入者を 100% 把握する

には 100% のケースが必要になります。同様に、自転車購入者の 80% を把握するに

は母集団の 80%、自転車購入者の 60% を把握するには母集団の 60% が必要です。 
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データ マイニング モデルは、ランダム推測の直線よりも高い割合で自転車購入者を

把握できますが、理想モデルよりは低い割合になります。リフト チャートでは、ラ

ンダム推測を表す直線に対するマイニング モデルのリフト (上積み) を測定できま

す。これが "リフト チャート" の名前の由来です。当然ながら、モデルで予測した場

合、その結果の確率は母集団の全範囲で 100% 未満になります。そのため、自動車購

入者を 100% 把握するには、母集団も 100% 必要になります。データ マイニング モ

デルを使用すると、母集団の 0 ～ 100% の間で興味深い結果が得られます。たとえ

ば、一番上の曲線 (理想モデルを表す直線のすぐ下) を見ると、このデータ マイニン

グ モデルに基づいて 70% の母集団を選択したときに、90% 近い自動車購入者を把握

できることがわかります。[マイニング凡例] ウィンドウを見ると、これはデシジョン 

ツリーの曲線です。分析に使用したデモ データの予測の精度が高い方から順に挙げ

ると、デシジョン ツリー アルゴリズム、ニューラル ネットワーク アルゴリズム、

Naïve Bayes アルゴリズム、クラスタリング アルゴリズムとなります。この例の 

SSAS 2005 のリフト チャートからは、デシジョン ツリー モデルを運用環境に導入す

るのが適切であることがわかります。 

クロス検証 

リフト チャートは便利ですが、これによって予測モデルの信頼性を判断することは

できません。別のデータを使ったときに同じ結果が得られるかどうか、つまり別の

データ セットを使ったときの予測の信頼性が不明です。SSAS 2012 では、クロス検

証を使用して予測モデルの信頼性をテストできます。クロス検証では、トレーニング 

データ セットを多数のパーティションに細かく分割します。複数のパーティション

に複数のモデルを作成しますが、その際にテスト データとして使用するのは一度に 

1 つのパーティションであり、それ以外のパーティションはトレーニング データと

して使用します。次に、モデルのトレーニングを実行し、複数のパーティションに精

度の異なるメジャーを多数作成します。各パーティションでメジャーが大きく異なる

場合、そのモデルの信頼性は、さまざまなトレーニングとテスト セットを組み合わ

せた場合は低下します。 

図 10 は、指定できるクロス検証の設定と、予測モデルのクロス検証の結果です。 
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図 10: 予測モデルのクロス検証 - デシジョン ツリー 

次のクロス検証設定を定義できます。 

 フォールド カウント: この設定では、トレーニング データで作成するパー

ティションの数を定義します。図 10 では、3 個のパーティションが作成され

ています。パーティション 1 がテスト データとして使用されるとき、モデル

はパーティション 2 および 3 でトレーニングされます。パーティション 2 が

テスト データとして使用されるとき、モデルはパーティション 1 および 3 で

トレーニングされます。パーティション 3 がテスト データとして使用される

とき、モデルはパーティション 1 および 2 でトレーニングされます。 

 ケースの最大数: クロス検証に使用するケースの最大数を定義できます。ケー

スは各パーティションからランダムに取得されます。今回の例では 9,000 個の

ケースを使用するため、各パーティションが 3,000 個のケースを保持すること

になります。 

 対象の属性: これは、予測する変数です。 

 対象の状態: このフィールドを空にすると、すべての予測を確認できます。 

1 つの状態を指定して予測を確認することもできます。この例の場合、自転車

購入者 (状態 1) を指定します。  
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 対象のしきい値: このパラメーターを使用して、予測の精度しきい値を設定し

ます。設定した精度しきい値を予測確率が上回ると、予測が正しいと見なされ

ます。それ以外の場合、予測が不正確と見なされます。 

設定の下のクロス検証レポートに表示されるさまざまなメジャーは、モデルの信頼性

を確認するために役立ちます。たとえば、[真陽性]、[偽陽性]、[真陰性]、[偽陰性] の

各分類では、予測された確率が精度しきい値を超え、予測された状態が対象の状態と

一致するケースの数がパーティション別に示されます。 

図 10 からは、デシジョン ツリーの [真陽性] の分類で各パーティションの結果に一

貫性がないことがわかります。3 番目のパーティションは、最初の 2 つのパーティ

ションよりも [真陽性] スコアが約 25% 低くなっています。[真陽性] の分類には、陽

性と予測された、実際に陽性であるケース (この例では自転車購入者) の数が示され

ます。さらに、このメジャーの標準偏差は非常に高くなっています。一方、図 11 の

ニューラル ネットワーク モデルを見ると、[真陽性] の分類の一貫性が高くなってい

ます。つまり、このモデルはさまざまなデータ セットを使用する場合にデシジョン 

ツリー モデルよりも信頼できます。 

 

図 11: 予測モデルのクロス検証 - ニューラル ネットワーク 
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クロス検証の結果を見る限り、運用環境にはニューラル ネットワーク モデルを配置

する必要があるようです。ニューラル ネットワーク モデルはデシジョン ツリー モ

デルよりも精度が若干低いものの、高い信頼性が得られます。言うまでもなく、運用

環境の場合は、配置するモデルを決定する前に、さらに精度と信頼性のテストを重ね

る必要があります。ただし、SSAS 2012 にアップグレードする場合、予測モデルの信

頼性のテストは、アップグレード後に実行する非常に重要な作業です。クロス検証の

詳細については、SQL Server 2012 オンライン ブックの「相互検証 (Analysis Services 

- データ マイニング)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb895174(SQL.110).aspx) を参照してください。 

モデルのフィルター処理 

SSAS 2005 で、データのサブセットを使用したマイニング モデルを追加するには、

別のマイニング構造を作成する必要があります。SSAS 2008、2008 R2、2012 では、

特定のモデルをフィルター処理することで、データのサブセットのみをトレーニング

に使用することができます。たとえば、トレーニング セット全体を使用してトレー

ニングされるモデル、女性の母集団というサブセットのみを使用してトレーニングさ

れるモデル、男性の母集団というサブセットのみを使用してトレーニングされるモデ

ルを、同じ構造を使用して作成できます。そのうえで、母集団全体を使用してトレー

ニングされたモデルのパフォーマンスと、各サブセットを使用してトレーニングされ

たモデルを比較できます。SSAS 2005 でトレーニング データのサブセットごとに

別々の構造を使用していた場合は、その構造を SSAS 2012 で 1 つの構造に統合する

ことを検討してください。そうすれば、1 つのリフト チャートまたは 1 つのクロス

検証でモデルのパフォーマンスを比較できます。モデルのフィルター処理の詳細につ

いては、SQL Server 2012 オンライン ブックの「マイニング モデルのフィルター選

択 (Analysis Services - データ マイニング)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/bb895167(SQL.110).aspx) を参照してください。 

タイム シリーズ アルゴリズムの品質の評価 

まだ実際のデータがないときに、タイム シリーズ アルゴリズムで予測される値の品

質を評価する方法はあるでしょうか。データを入手できるまで待つのはおそらく現実

的ではありません。その時点で既に、予測モデルに基づいて間違った判断を下してし

まっている可能性があります。タイム シリーズ モデルのパフォーマンスを評価する

適切な方法があります。それは、特定の期間の過去のデータを使用して、現在の値を

予測する方法です。そのモデルを使用して現在の値を高い精度で予測できれば、将来

の値についても予測精度が高いと考えられます。 

履歴モデルの作成を制御するには、HISTORICAL_MODEL_COUNT と 

HISTORICAL_MODEL_GAP という 2 種類のアルゴリズム パラメーターを使用しま

す。前者は構築される履歴モデルの数を制御し、後者は履歴モデル間のタイム スラ

イスの数を制御します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb895174(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb895174(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb895167(SQL.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb895167(SQL.110).aspx
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図 12 は、SSAS 2005 を使用した場合の、ヨーロッパにおける R-250 モデルの売上額

の履歴モデル予測 (現在時点より前の点線) を示しています。ご覧のように予測はき

わめて不安定です。つまり、信頼性は高くありません。そのうえ、未来時点での予測 

(現在時点より後の点線) は負の値になっています (この例では約 20 ポイント未来)。 

 

図 12: SSAS 2005 を使用した履歴予測と将来予測 

このように不安定な理由は、SSAS 2005 のタイム シリーズ モデルでは自己回帰ツ

リーとクロス予測 (ARTXP) という 1 種類のアルゴリズムを使用しているためです。

このアルゴリズムでは、精度の高い短期予測しかできません。長期予測ではこのよう

な不安定さが表れ、単純に予測が停止されます。 

SSAS 2008、2008 R2、および 2012 では、2 種類のタイム シリーズ アルゴリズムを

組み合わせて予測に使用できます。SSAS 2012 では ARTXP に加え、自己回帰和分移

動平均 (ARIMA) アルゴリズムも使用できます。このアルゴリズムは、長期予測の精

度が ARTXP よりも大幅に優れています。タイム シリーズ モデルを SSAS 2012 に

アップグレードしたら、FORECAST_METHOD と PREDICTION_SMOOTHING の 2 つの

アルゴリズム パラメーターを変更して、モデル内での ARTXP と ARIMA の組み合わ

せ方法を調整してください。FORECAST_METHOD パラメーターでは、アルゴリズム

の組み合わせが自動で決定されます。PREDICTION_SMOOTHING パラメーター 

(Enterprise Edition でのみ使用可能) を使用すると、組み合わせを手動で定義できま

す。 
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図 13 に示すように、アップグレード後のタイム シリーズ アルゴリズムでは既定で 

MIXED 予測方式が使用されます。つまり、短期予測には ARTXP、長期予測には 

ARIMA が使用されます。 

 

図 13: SSAS 2012 でのタイム シリーズ アルゴリズム パラメーター 

図 14 は、ヨーロッパにおける R-250 モデルの売上額の予測です。ご覧のように、 

予測はすぐに安定し、長期予測でも負の値などのあり得ない値にはなっていません。

ただし、履歴予測は不安定です。これは、過去の 2 つの時点のみを使用して予測し

ているためです (HISTORICAL_MODEL_GAP パラメーター)。このため、ARTXP 方式だ

けが使用されています。 
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図 14: SSAS 2012 を使用した履歴予測と将来予測 

タイム シリーズ アルゴリズム パラメーターの詳細については、SQL Server 2012 オン

ライン ブックの「Microsoft タイム シリーズ アルゴリズム」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms174923(SQL.110).aspx) を参照してくださ

い。 

SQL Server 2008 と 2008 R2 からのアップグレード 

SQL Server 2008 および 2008 R2 から SQL Server 2012 へのデータ マイニング モデル

のアップグレードに関しては、それほど説明する内容はありません。これには 2 つ

の理由があります。1 つは、SQL Server のデータ マイニング機能が成熟されている

ためです。もう 1 つは、SSAS 2012 ではテーブル モードが重視されており、データ 

マイニングに関する新機能がないためです。 

SSAS 2008 および 2008 R2 から SSAS 2012 への移行は問題なく成功するものと思わ

れます。アップグレード後の追加作業も不要です。これは、インプレース アップグ

レードでもサイド バイ サイド アップグレードでも同じです。さらに、サイド バイ 

サイド アップグレードについては次の方法をすべて使用できます。 

 SSAS 2008 データベースまたは 2008 R2 データベースをバックアップした

後、それを SSAS 2012 で復元できます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms174923(SQL.110).aspx
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 SSMS を使用して、データベース全体またはデータベース内のオブジェクトを

作成するための XMLA スクリプトを作成し、SSAS 2012 で実行できます。 

 SSDT 2012 で SSAS 2008 プロジェクトまたは SSAS 2008 R2 プロジェクトを開

き、それを SSAS 2012 で配置できます。 

 SSDT 2012 で SSAS 2008 データベースまたは SSAS 2008 R2 データベースをリ

バース エンジニアリングして 2012 プロジェクトを作成し、それを SSAS 2012 

で配置できます。 

たとえば、図 15 は、SSMS 2008 R2 バージョンのデータベースをバックアップするた

めに SSMS 2008 R2 で [データベースのバックアップ] ウィンドウを開いた状態です。 

 

図 15: SSAS 2008 R2 データベースのバックアップ 

図 16 は、SSMS 2012 で復元ウィンドウを開いたときの状態です。 
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図 16: SSAS 2012 での SSAS 2008 R2 データベースの復元 

結論 

データ マイニング モデルを SQL Server 2012 にアップグレードするメリットはいく

つもあります。現在 SSAS 2005 を使用しているが、予測モデルの精度を評価した結

果、信頼性の問題から別のモデルを配置することにした人もいるでしょう。また、

SSAS 2012 ではタイム シリーズ アルゴリズムによる長期予測の精度が大幅に向上し

ています。さらに、構造データのサブセットのみを使用してトレーニングを実施した

マイニング モデルを比較する必要がある場合に、複数のマイニング構造を 1 つに統

合できるという利点もあります。SSAS 2008 または SSAS 2008 R2 からアップグレー

ドする場合は、新しいデータ マイニング機能は追加されません。ただし、すべての 

SSAS データベースを 1 つのバージョンに統合することが必要になるときに備えて、

データ マイニング モデルをアップグレードしておくことも無駄ではありません。 

データ マイニング モデルをアップグレードする場合は、インプレース アップグレー

ドよりもサイド バイ サイド移行の方が適しています。その大きな理由は、サイド バ

イ サイド インストールでは元のモデルがそのまま保持されるためです。ただし、

ハードウェアに限りがある場合は、インプレース アップグレードでもかまいませ

ん。マイニング モデルが SSAS 2005、2008、2008 R2 のどのバージョンであって

も、周到な計画と徹底的なテストを行うことで、アップグレードをスムーズに進める

ことができます。 
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その他のリファレンス 

 SQL Server 2012 の Web サイト  

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server TechCenter  

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server 開発者向け技術情報  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 

 

  

http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
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第 20 章: 他の Microsoft アプリケーションおよ

びプラットフォーム 

概要 

SQL Server は、多くの Microsoft 製品のバックエンドのデータ サーバーとして使用

できます。このような製品をアップグレードすると、その製品内のデータ層をサポー

トする SQL Server のバージョンも変更される場合があります。 

この章では、次の Microsoft 製品について、SQL Server 2012 へのアップグレードと

の関連を説明します。 

 Microsoft Lync Server 2010 

 Microsoft Office SharePoint Server 2010 

 Microsoft System Center 

 Microsoft Dynamics 

Microsoft Lync Server 2010 

Microsoft Lync Server 2010 は Office Communications Server (OCS) 2007 R2 の後継で

す。現時点のリリースの Lync Server 2010 では、SQL Server 2008 R2 SP1 がサポート

されています。Lync Server 2010 の概要と、SQL Server との関連については、次のリ

ソースを参照してください。 

 Lync Server 2010 については、「Microsoft Lync Server 2013」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/gg398616.aspx) にまとめられてい

る TechNet ライブラリのドキュメントを参照してください。 

 Lync Server 2010 と SQL Server 2008 の関連については、「Lync Server 2013 

用 SQL Server の構成」(http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/gg425848.aspx) を参照してください。 

 OCS 2007 または OCS 2007 R2 から Lync Server 2010 へのアップグレードについ

ては、『SQL Server 2008 R2 アップグレード テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx)  

をダウンロードしてください。 

 OCS 2007 で SQL Server 2008 R2 を使用する方法については、『SQL Server 2008 

R2 アップグレード テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx) 

をダウンロードしてください。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/gg398616.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/gg425848.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/gg425848.aspx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
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Microsoft Office SharePoint Server 2010 

Microsoft Office SharePoint Server 2010 は、Microsoft プラットフォーム上で動作す

る、最も広く使用されている SQL Server アプリケーションの 1 つです。SharePoint 

2010 は、バックエンド データ サーバーとして SQL Server 2008、SQL Server 2005、

および SQL Server 2000 をサポートしています。SharePoint 2010 は、SQL Server 

2008 R2 で使用できる高度な機能に対応しています。 

このドキュメントの作成時点では、Microsoft Office と連動する SharePoint 2010 の

最新機能は、SQL Server 2008 R2 以降に搭載されているデータ サーバー機能がなけ

れば利用できません。 

注: ほとんどの場合、SharePoint がバックエンドで利用している SQL Server を

アップグレードすることはできません。その代わりとして、データベースを移

行する方法をお勧めします。 

Windows SharePoint Services で SQL Server 2008 R2 を使用する方法の詳細について

は、SQL Server 2008 R2 オンライン ブックの「SharePoint との SQL Server 統合」

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee210689.aspx) を参照してください。 

SharePoint 2007 から SQL Server 2008 R2 にアップグレードする方法については、

『SQL Server 2008 R2 アップグレード テクニカル リファレンス ガイド』

(http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-

0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx) をダ

ウンロードしてください。 

Microsoft System Center 

管理用製品である Microsoft System Center ファミリは、IT プロフェッショナルによ

る Windows Server インフラストラクチャの管理を支援します。このツールは、特に

中規模～大規模のデータ環境で役立ちます。System Center の詳細については、

「System Center 2012」(http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/system-

center/default.aspx) を参照してください。 

特に SQL Server 2012 との関係が深い System Center 製品は、Operations Manager 

(SCOM) と Data Protection Manager (DPM) です。 

 このドキュメントの公開時点で、Microsoft System Center 2012 はリリース候

補フェーズにあります。現在の SQL Server 2008 R2 用 System Center 2010 

(SCOM) Management Pack は、SQL Server 2012 に対応しています。 

 Data Protection Manager 2012 は、今後リリースされるサービス パックで 

SQL Server 2012 に対応する予定です。 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee210689.aspx
http://download.microsoft.com/download/3/0/D/30DB8D46-8ACF-442A-99A2-0F4CE74AE14D/SQL_Server_2008_R2_Upgrade_Technical_Reference_Guide.docx
http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/system-center/default.aspx


478 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

Microsoft Dynamics 

Microsoft Dynamics は、会計、サプライ チェーン、顧客間関係管理 (CRM) の各ソ

リューションを統合した製品です。Microsoft Dynamics 製品には、Dynamics AX、

Dynamics CRM、Dynamics GP、Dynamics NAV、Dynamics SL、および Dynamics 

Retail Management System が含まれます。 

現在の各 Dynamics 製品は SQL Server 2012 をサポートしているものの、Windows の

バージョン、SQL Server のバージョン、製品のサービス パックや機能パックなどに

関して細かい要件があります。 

通常は、Dynamics の各種サポート Web サイトにある情報を確認し、必ず Dynamics 

テクニカル アカウント マネージャーから具体的な指示を受けてから、Dynamics ア

プリケーションのデータベース サーバーを SQL Server 2012 にアップグレードして

ください。Dynamics の登録ユーザーであれば、こうした情報は「Microsoft 

Dynamics のお客様とパートナー様」(https://mbs.microsoft.com/partnersource) で入

手できます。 

結論 

どのような製品のアップグレードでも同じですが、最新の製品バージョンに移行する

ときは計画が重要です。 

その他のリファレンス 

このような Microsoft アプリケーションのアップグレードに関するその他の情報、特に 

SQL Server 関連の情報をまとめた最新のリファレンスについては、「SQL Server 2012 

へのアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx) 

と Windows Server 2008 R2 の「概要」(http://www.microsoft.com/ja-jp/server-

cloud/windows-server/2008-r2-overview.aspx) を参照してください。 

次のリソースも参照してください。 

 SQL Server 2012 の Web サイト  

(http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx) 

 SQL Server 2012 オンライン ブック  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx) 

 SQL Server 開発者向け技術情報  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 SQL Server TechCenter  

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver) 

 

https://mbs.microsoft.com/partnersource
https://mbs.microsoft.com/partnersource
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb677622(v=sql.110).aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/windows-server/2008-r2-overview.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/2012/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms130214(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sqlserver
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付録 1: バージョンとエディションのアップグ

レード パス 

表 1 は、SQL Server 2012 オンライン ブックの「サポートされているバージョンとエ

ディションのアップグレード」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx) から引用したものです。この表には、インプ

レース アップグレードを使用して SQL Server 2005、SQL Server 2008、または SQL 

Server 2008 R2 インスタンスを直接アップグレードする場合に、SQL Server 12 セッ

トアップで実行できるアップグレード パスが示されています。 

表 1: SQL Server 2005、SQL Server 2008、または SQL Server 2008 R2 から SQL 

Server 2012 へのインプレース アップグレードがサポートされるアップグレード パス 

アップグレード元 サポートされているアップグレード パス 

SQL Server 2005 SP4 Enterprise  Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

SQL Server 2005 SP4 Developer Microsoft SQL Server 2012 Developer 

SQL Server 2005 SP4 Standard Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

SQL Server 2005 SP4 Workgroup Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2012 Web 

SQL Server 2005 SP4 Express、 

SQL Server 2005 SP4 Express with Tools、および 

SQL Server 2005 SP4 Express with Advanced Services 

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2012 Web 

Microsoft SQL Server 2012 Express 

SQL Server 2008 SP2 Enterprise Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

SQL Server 2008 SP2 Developer Microsoft SQL Server 2012 Developer 

SQL Server 2008 SP2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

SQL Server 2008 SP2 Web Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143393(v=sql.110).aspx
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アップグレード元 サポートされているアップグレード パス 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2012 Web 

SQL Server 2008 SP2 Workgroup Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2012 Web 

SQL Server 2008 SP2 Express、 

SQL Server 2008 SP2 Express with Tools、および 

SQL Server 2008 SP2 Express with Advanced Services 

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2012 Web 

Microsoft SQL Server 2012 Express 

SQL Server 2008 R2 SP1 Datacenter Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

SQL Server 2008 R2 SP1 Enterprise Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

SQL Server 2008 R2 SP1 Developer Microsoft SQL Server 2012 Developer 

SQL Server 2008 R2 SP1 Standard Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

SQL Server 2008 R2 SP1 Web Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2012 Web 

SQL Server 2008 R2 SP1 Workgroup Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2012 Web 

SQL Server 2008 R2 SP1 Express、 

SQL Server 2008 R2 SP1 Express with Tools、および 

SQL Server 2008 R2 SP1 Express with Advanced 

Services 

Microsoft SQL Server 2012 Enterprise 

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2012 Web 

Microsoft SQL Server 2012 Express 
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付録 2: SQL Server 2012: アップグレード プラ

ンのチェック リスト 

 

決定事項 要素 説明 
アップグレードのための準備 

SQL Server 2012 への

アップグレードを決定 

SQL Server 2012 にアップグレードする業

務上の理由を明確化します。 
 

導入する SQL Server 

2012 の強化機能を選択 

現在および将来の開発で必要であるか、 

導入することが望ましい SQL Server 2012 

の機能と強化機能を次のカテゴリから選

択します。 

リレーショナル データベースの機能 

 データベース エンジン 

 AlwaysOn 

 セキュリティと監査 

ビジネス インテリジェンス機能 

 Analysis Services 

 データ マイニング 

 Integration Services 

 Reporting Services 

 

アップグレードする 

SQL Server インスタン

スを 

決定 

アップグレード可能な SQL Server インス

タンスを重要度に応じて分類します。 

 高レベル (ミッション クリティカ

ル) 

 中レベル 

 低レベル 

インスタンスの種類に応じた分類も行い

ます。 

 既定のインスタンス 

 名前付きインスタンス 

 仮想マシン (VM) 

 

旧バージョンとの互換性

とアップグレード ツー

ル 

アップグレードの計画段階で使用する

アップグレード ツールについて調査し、

適切なツールを選択します。 

 SQL Server 2012 Upgrade Advisor 

 Microsoft MAP Toolkit 6.5 

 Upgrade Assistant for SQL Server 

2012 (UAFS) 

 SQL Server 2005、2008、または 

2008 R2 の Best Practices Analyzer 

 SQL Server Profiler 
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決定事項 要素 説明 

サーバーが SQL Server 

2012 の要件を満たして

いることを確認 

サーバーが次のような SQL Server 2012  

の最小要件を満たしていることを確認し 

ます。 

 十分なプロセッサ、メモリ、お

よび空きディスク領域 

 Windows Server 2008 R2 SP1 以

降 

 SQL Server 2005 SP4 以降 (イン

プレース アップグレード) 

 SQL Server 2008 SP2 以降 

 SQL Server 2008 R2 SP1 以降 

 

CPU プラットフォーム 

(32 ビットまたは 64 

ビット) の選択 

SQL Server サーバーに使用する CPU プ

ラットフォームを決定し、データベース 

サーバーが要件を満たしていることを確

認します。 

 

エディションのアップ

グレード パスを決定 

各サーバーについて、アップグレード先

の適切な SQL Server 2012 エディションを

決定します。 

 Enterprise 

 Business Intelligence 

 Standard 

 Express 

従来の SQL Server インスタンスがインプ

レース アップグレードのアップグレード 

パスに対応していることを確認します。 

 

アプリケーションの接

続性の要件を特定 

アプリケーションに次の要件があるかど

うかを確認します。 

 SQL Server 2012 をサポートするた

めにアップグレードする必要があ

る 

 接続設定を変更する必要がある 

 認証モードを変更する必要がある 

 SQL インジェクション対策が必要 

 

Windows のアップグ

レードを決定 

データベース サーバーごとに、Windows 

のアップグレードが必要かどうかを確認

します。 

Windows Server の各バージョンにおける 

SQL Server の制限に注意してください。 

 SQL Server 2012 には Windows 

Server 2008 R2 SP1 以降が必要 

 Windows Server 2008 R2 では SQL 

Server 2005 SP3 以降のみがサポー

トされる 

 

適切なアップグレード

方法を選択 

サーバーまたはデータベースごとに、最

適なアップグレード方法を選択します。 

 インプレース アップグレード 

 サイド バイ サイド アップグレー

ド 

 同じ物理サーバーまたは VM 

 別の物理サーバーまたは VM 
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決定事項 要素 説明 

 

 

 

 

 

アップグレード プランの作成 

IT プロジェクトとして

アップグレード 

標準的な IT プロジェクトの手順に従って

アップグレード プロジェクトを作成しま

す。以下の情報を収集します。 

 チーム メンバー 

 関係者 

 アプリケーションの所有者と事

業の所有者 

アップグレードのための標準的な IT プロ

ジェクトの手順を実行します。 

 

DBA が SQL Server 2012 

に対応できるようにす

る 

チーム メンバーの DBA の SQL Server 

2012 スキルを確認し、アップグレードの

実施と、必要に応じたトラブルシュー

ティングの実行に対応できるようにして

おきます。 

 

アップグレード プラン

を文書化 

重要な決定事項と手順が文書化され、

アップグレード チームがそれを把握して

いることを確認します。 

 

アップグレードに関す

るその他の情報を集め

る 

過去のアップグレードから得られた教訓

を集め、検討します。 
 

アップグレードの可変

要素を最小限にする 

可能な限り、プロジェクトの目的をアッ

プグレードに絞ります。 

アップグレードに関係のないアプリケー

ションの機能強化や修正にまでプロジェ

クトの範囲を広げないようにしてくださ

い。 

 

アップグレード前の作

業を特定 

アップグレードの前にダウンタイムなし

で実行できる作業を特定します。 

たとえば、.NET Framework 3.5 SP1 の事前

インストールや有効化が可能かどうかを

判断します。 

 

パフォーマンスの基準

を決定 

SQL Server Profiler などのツールを使用し

て、一般的なパフォーマンス測定値を示

すデータを収集します。 

トレースで、可能な限り多種多様なコマ

ンドがキャプチャされるようにします。 

 

必要なダウンタイムを

見積もる 

アップグレード プロセスとテストを適切

に実行できるように、十分なダウンタイ

ムを確保します。 

予期しない問題が発生した場合は、ロー

ルバックの作業時間を確保します。 

 

アップグレードの

チェック リストを作成 

システムを一定時間オフラインにした後

でオンラインに戻すための手順を、詳細

に指定します。 

アップグレード プロセスの詳細な手順も

指定しておきます。 

 



484 SQL Server 2012 のアップグレードに関するテクニカル ガイド 

  

 

決定事項 要素 説明 

アップグレードのテス

ト計画を作成 

テスト環境を構築します。 

 1 回のアップグレードごとに、または

アップグレードの種類ごとに、テストの

手順を決定します。 

アップグレードのチェック リストと手順

をテストし、テスト結果に応じてそれを

変更します。 

アップグレードのトラブルシューティン

グの方法を理解しておきます。 

 

バックアップ操作およ

び復元操作を特定 

アップグレードする従来のデータベース

のバックアップ方法を検討します。 

バックアップを検証します。 

必要に応じて、バックアップ ファイルを

復元する方法を検討します。 

すべてのバックアップ手順をテストしま

す。 

 

受け入れとロールバッ

クの手順を決定 

組織でのアップグレードの受け入れ方法

と、「続行するか取り消すか」 を判断す

る方法を確認します。 

 テストを検証して、アップグレー

ドされたデータベース サーバー

を使用するアプリケーションが必

要に応じて正常に実行されること

を確認します。 

 可能であれば、品質保証 (QA) 

チームに協力を求めて、適切な受

け入れテストを作成します。 

 従来の SQL Server へのロール

バックが必要になる状況とその方

法を厳密に決定します。 

 ロールバック計画をテストしま

す。 

 

アップグレード後の作業 

アップグレード済み

サーバーを統合 

以後の作業には次のものがあります。 

 統計の更新 

 キューブの再構築 

 ログ配布の再構成 

 データベース ミラーリングの再 

構成 

 フェールオーバー クラスターの

テスト 

 SQL Server エージェント ジョブ

が正しく実行されることを確認 

 

サーバーの使用停止 すべてのアップグレードが受け入れられ

た後、十分に時間が経ったら、今後ロー

ルバックや並列実行に使用される見込み

がないサーバーの使用を停止します。 

 

次のアップグレードに

備えて準備 

アップグレード プロジェクトから得られ

た知識と経験をまとめて、将来のアップ

グレード プロジェクトに活かせるように

保管しておきます。 
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このホワイト ペーパーはお役に立ちましたか。フィードバックをお寄せください。 

1 (役に立たなかった) ～ 5 (非常に役に立った) の 5 段階で評価してください。また、

その評価の理由もお知らせください。次に例を示します。 

 評価が高い: 例が適切、図がわかりやすい、説明が明快といったことが理由で

ある。 

 評価が低い: 例が少ない、図がわかりにくい、説明があいまいといったことが

理由である。 

 

このようなフィードバックをお寄せいただくと、今後のホワイト ペーパーの品質向

上につながります。 

フィードバックの送信 
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