
インメモリの強化
運用分析と強化された
パフォーマンス

高度な分析機能
大規模なスケールの
データベース内分析機能

30 倍のインメモリ
OLTP

マイクロソフトのデータ プラットフォームの歴史の中で最も大きな飛躍となる SQL Server 2016 は、
革新的かつミッション クリティカルなパフォーマンスを提供し、多数のデバイスに格納されたあらゆる
データの詳細な分析を可能にすると共に、ハイパースケール クラウドによる新しいハイブリッド シナリオ
を実現します。

パフォーマンス

インメモリのパフォーマ
ンス強化により、ディス
ク ベースのリレーショナ
ル データベースと比較し
て最大 30 倍のトランザ
クション速度、100 倍以
上のクエリ速度、リアル
タイムの運用分析を実現。

セキュリティの
アップグレード

Always Encrypted テク
ノロジにより、オンプレ
ミスとクラウドで保存中
および転送中のデータを
保護。マスター キーはア
プリケーションと共に保
存。アプリケーションの
変更は不要。

高可用性

最大 3 つの同期レプリカ、
DTC のサポート、ラウン
ドロビン方式のセカンダ
リの負荷分散により、
SQL Server 2014 の
AlwaysOn のセカンダリ
よりも可用性とパフォー
マンスがさらに向上。

スケーラビリティ

複数のコアにわたるデー
タベース キャッシュの強
化と、Windows Server 
2016 のサポートにより、
物理環境と仮想環境のコ
ンピューティング、ネッ
トワーク、ストレージを
効率的に拡張。

ミッション クリティ
カルなパフォーマンス

さまざまなデータの
詳細な分析

あらゆるデータに
アクセス

シンプルな T-SQL と
PolyBase を使用して、
リレーショナル データと
非リレーショナル データ
をクエリ。JSON のネイ
ティブ サポートによりド
キュメント データを管理。

拡張と管理

SQL Server の
Enterprise Information 
Management ツールと
Analysis Services のパ
フォーマンス、スケーラ
ビリティ、操作性を全体
的に強化。

あらゆるデバイスでの
強力な分析

リッチな視覚化機能によ
り、モバイル デバイスで
的確にビジネスを分析。
Windows、iOS、
Android 用のネイティブ
アプリのほか、すべての
ブラウザーで最新の
レポートを提供。

大規模なスケールの
高度な分析機能

組み込みの高度な分析機
能により、SQL Server 
で直接 “R” アルゴリズム
を実行してスケーラビリ
ティとパフォーマンスの
メリットを活用。
Microsoft Azure 
Marketplace を利用して
分析ライブラリを拡張。

ハイパースケールの
クラウド

革新的な
ハイブリッド シナリオ

Stretch Database 
テクノロジにより、
OLTP のウォーム
データとコールド
データをオンデマンド
で Microsoft Azure に
透過的に拡張すること
で、アプリケーション
を変更することなく、
顧客の履歴データの
参照範囲を拡大。

シンプルさ

新しいツールにより、
Microsoft Azure やハ
イブリッド シナリオへ
の SQL Server の移行
がさらに簡単に。

一貫性

オンプレミスと
Microsoft Azure の
IaaS および PaaS で
一貫したエクスペリエ
ンスを提供。

SQL Server 2016 の
インストールに関する
ハードウェアおよび
ソフトウェア要件

パブリック プレビューの
リリース後に、以下の
リンクからハードウェア/
ソフトウェア要件を確認
できるようになります。

http://microsoft.com/
sql-server-2016/
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リアルタイム
の

運用分析

ソリューションの例

• 不正の検出

• 売上予測

• ウェアハウスの効率化

• 予測型の保守

データ サイエンティスト
データを直接操作

データ開発者/DBA
データと分析を一元管理

Microsoft Azure Marketplace

新規 R スクリプト

0100
1100
1001
01

0100
1100
1001
01

0100
1100
1001
01

SQL Server に
組み込み
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100 倍のインメモリ
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ミッション クリティカルな
パフォーマンス

• 運用分析: 運用データに関する分析。インメモ
リ OLTP と連携またはディスク上で動作

• インメモリ OLTP の強化: T-SQL へのアクセ
スの拡大、テラバイト単位のメモリのサポート、
並列 CPU の増加

• クエリ データの保存: クエリ実行の全履歴を使
用してクエリ プランを監視、最適化

• ネイディブの JSON: JSON をリレーショナル
データとして解析、保存。リレーショナル
データを JSON 形式でエクスポート

• Temporal Database: 変更履歴の記録

新しいパフォーマンスの機能強化

• Always Encrypted: 保存中および転送中の
データを保護。マスター キーはアプリケー
ションと共に保存され、アプリケーションの
変更は不要

• 行レベルのセキュリティ: ユーザー権限に応じ
てテーブルの行に対してきめ細かなアクセス
制御を適用

• Dynamic Data Masking: リアルタイムでの
データの難読化により不正アクセスを防止

セキュリティのアップグレード

• AlwaysOn の強化: 

• 最大 3 つの同期レプリカによるドメイン間
での自動フェールオーバー

• ラウンドロビン方式のレプリカの負荷分散

• DTC および SSIS のサポート

• データベースの正常性に基づく自動フェール
オーバー

高可用性の向上

• データベース キャッシュの強化: マルチコア
環境で 1 つのインスタンスに複数の TempDB 
ファイルを使用してデータを自動的にキャッ
シュ

• Windows Server 2016 のサポート

スケーラビリティの向上

ハイパースケールの
クラウド

ハイブリッドソリューション

• Stretch Database: 運用テーブルを安全に
Azure に拡張し、低コストで履歴データの可用
性を確保。Always Encrypted および行レベル
のセキュリティ機能と連携

• PowerBI とオンプレミス データ: Analysis 
Services による新しいインタラクティブ クエ
リ。顧客データはファイアウォールの内側に
保持

• SSIS によるハイブリッド シナリオ: Azure 
Data Factory と SSIS、パッケージ系列、影
響分析の統合。SSIS とクラウド データ ソー
スの接続

• Azure へのバックアップの強化: 迅速な復元、
ストレージ容量の 50% 削減、ブロック BLOB 
を含む大規模な DB のサポート、ローカルでの
ステージングによるカスタムのバックアップ
スケジュール

簡潔性

• オンプレミスの SQL Server の容易な移行: 
簡単なポイント アンド クリック操作による
Azure への移行

• Azure のレプリカ追加ウィザードの簡素化:  
AlwaysOn によるハイブリッドの高可用性およ
び災害復旧の簡素化

一貫性

• 一般的な開発、管理、ID ツール: 
Active Directory、Visual Studio、Hyper-V、
System Center など

• オンプレミスの SQL Server と Microsoft 
Azure の IaaS および PaaS で一貫した
エクスペリエンス

さまざまなデータの
詳細な分析

あらゆるデータにアクセス

• PolyBase: シンプルな T-SQL によりリレー
ショナル データと非リレーショナル データを
管理

• Power Query による分析とレポート: 
多数のソースからデータを取得し、データ
モデルやレポートを作成

• SSIS の強化: 以前のバージョンの SSIS の
デザイナーおよび Power Query のサポート

拡張と管理

• エンタープライズ クラスの Analysis 
Services: Analysis Services のパフォーマン
スとスケーラビリティの強化

• Visual Studio 2015 の単一 SSDT: 単一の
ツールを利用して、Visual Studio の開発プロ
ジェクトの一部として高度な分析ソリューショ
ンを構築

• MDS の強化: 15 倍の速度の Excel アドイン、
よりきめ細かなセキュリティ ロール、トラン
ザクション ログのアーカイブ オプション、
モデル間でのエンティティの再利用

あらゆるデバイスでの強力な分析

• モバイル BI: Windows、iOS、Android 用の
ネイティブ アプリを使用して、モバイル デバ
イスでリッチな視覚化によるオンプレミス
データのビジネス分析を実行

• Reporting Services の強化: リッチな視覚
データを備えた最新のレポート

データベースの拡張

• 組み込みの高度な分析機能: 予測分析アルゴリ
ズムを SQL Server で直接利用可能。
Microsoft Azure Marketplace を利用して
“R” スクリプト ライブラリを拡張

組み込みの高度な分析機能

モバイル BIAlways Encrypted

アプリ

クエリ

@SSN=0x7ff654ae6d

列の
マスター

キー

強化された
ADO.NET 
ライブラリ

Jim Gray

氏名

結果セット

SELECT Name FROM 
Patients WHERE 
SSN=@SSN

結果セット

暗号化された
列のキー

dbo.Customers
暗号化
テキスト

SELECT Name FROM 
Patients WHERE 
SSN=@SSN

SQL Server

信頼済み

0x19ca706fbd9a

氏名

0x21ba906fdb52

氏名

1x7fg655se2e

社会保障番号

米国

国

0x19ca706fbd9a 0x7ff654ae6d 米国

1x59cm676rfd8b 0y8fj754ea2c 米国

@SSN='198-33-0987' 注文履歴

氏名 社会保障番号 日付

Jane Doe cm61ba906fd 2/28/2005

Jim Gray ox7ff654ae6d 3/18/2005

John Smith i2y36cg776rg 4/10/2005

Bill Brown nx290pldo90l 4/27/2005

Sue Daniels ypo85ba616rj 5/12/2005

Sarah Jones bns51ra806fd 5/22/2005

Jake Marks mci12hh906fj 6/07/2005

Eric Mears utb76b916gi 6/18/2005

Dan Hogan px61hi9306fj 7/1/2005

Sam Johns ol43bi506gd 7/12/2014

David Simon tx83hal916fi 7/29/2014

Mel Burns nb95re926gi 8/10/2014

Reed Dean vc61ira536fe 8/23/2014
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