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概要: データの量と複雑さはいたるところで増しており、さまざまな業界の組織にとって、データを使用できる能力がますます

重要なものとなっています。デジタル トランザクションやデジタル エクスペリエンスは、地理的場所やタイム ゾーンに関係なく

利用できることが求められます。これら何百万もの操作によって生成されるデータに、あらゆるデバイス、アプリケーション、 

プロセスがアクセスします。 

IT 組織は、急増するデータによる影響と、持続的なアップタイムの必要性、世界各地における可用性、規制遵守状況の

改善、および顧客の期待や要求が高まっている、進化するデジタルの世界とのバランスを取る必要があります。 

企業は、ミッション クリティカルなパフォーマンス、安定性、セキュリティ、可用性、およびデータを使ってビジネスに関して意味

のあるインサイトを得るための機能をこれまで以上に求めています。 

このホワイト ペーパーでは、こうした機能をすべて低コストで提供し、高い収益を獲得できるように設計された、Microsoft 

SQL Server の継続的な機能強化について説明します。 
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要旨 
 

現在、Web 上の操作、実店舗での取引、携帯電話のモバイル アプリ、工場の生産現場のインテリジェント デバイスなど

のデータ ソースの急増が、データ量の飛躍的な増大をもたらしています。 

これは大変な状況であるように思えるかもしれませんが、あらゆる種類の組織にとって、データを使ってよりスマートな意思決

定を推進できるチャンスでもあります。今日のデータは、新しい価値形態をもたらすために活用できる通貨、羅針盤、新し

い天然資源のような存在です。  

このことを認識できている企業は差別化を図り、成功しています。最近、データ中心型の文化を持つ企業と、そうでない企

業とを比較した IDC 社の調査が行われました。その結果、大量のデータを扱うこの新しい環境に対応している企業では、

"データ活用によるばく大な利益" が生まれており、世界中で 1 兆 6,000 億ドルに上る新しい価値が創出されていることが

わかりました。  

このような利益を獲得しようと、組織は新しい方法でデータに目を向けるようになっています。組織は社内外のリレーショナ

ルおよび非リレーショナルの両方の情報を使いたいと考えています。また、新しい分析モデルを履歴データに適用すること

で、未来を予測しようとします。新しいインサイトを見つけると、それを組織内で広範に共有しています。多くの場合、これ 

らすべてをほぼリアルタイムで迅速に行っているのです。その結果、生産性および効率の向上と、イノベーションの迅速化が

実現し、これらすべての要因によって売上と収益源が増加します。 
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このようなビジネスの現実が、Microsoft プラットフォームで次のイノベーションの波を起こす要因となっています。

SQL Server の継続的な進化に伴い、現在および未来のニーズに対応できるよう、Microsoft は以下に示すいくつかの 

主要領域に大きな投資を行っています。 

 パフォーマンス: SQL Server に統合されているインメモリ ツールセットは、独立した機能として使用するだけでなく、 

幅広いシナリオでパフォーマンスを劇的に改善するのに役立ちます。 

 セキュリティとコンプライアンス: SQL Server の進歩に伴い、Microsoft はデータを保管時も稼働時も保護できる新

しい機能を追加します。この新しい機能には、Always Encrypted や Row-Level Security などが含まれます。 

 可用性: SQL Server は既に堅牢で信頼性の高いパフォーマンスで知られていますが、AlwaysOn の重要な新 

しい機能強化、負荷分散の改善機能、柔軟かつ効率的にバックアップを行うための新しい機能を追加導入する予定

です。 

 スケーラビリティ: コンピューティング、ストレージ、ネットワークにおける新しい機能強化によって、ミッション クリティカルな 

SQL Server ワークロードに直接的な影響を与えます。 

 クラウド サービス: SQL Server と Microsoft Azure の新しいツールによって、クラウドへの拡張に加えて、修正プロ

グラム、バックアップ、および障害復旧ソリューションの構築、さらに (オンプレミス、プライベート クラウド、パブリック クラウ

ドなど、場所を問わず) リソースへのアクセスがより簡単になります。 

このホワイト ペーパーでは、新しい機能と近日中に提供予定の機能について説明しています。これらの機能によって、 

SQL Server は引き続き、現在のデータを管理するための最もコスト パフォーマンスに優れた柔軟で強力なソリューションと

なることができます。 

 

SQL Server の進化 

Microsoft は、顧客が SQL Server や幅広い Microsoft データ プラットフォームが提供する主要な機能を利用できるよ

う、分析の改善を始めた当初、インメモリを PowerPivot 内に構築することで、Excel で何百万行ものデータの分析を行

う独自の設計手法を取りました。 

SQL Server 2012 では、IT がデータ モデルをより迅速に構築できるように、インメモリを Analysis Services に追加する

同じ組み込みアプローチを使用し、インメモリのフットプリントを拡張しました。SQL Server 2014 では、インメモリ オンライン 

トランザクション処理 (OLTP) ソリューションを導入することで最終的なワークロードに対応し、トランザクション パフォーマンス

を大幅に加速することができました。また、パフォーマンスを高速化し、データ圧縮率を大幅に高めることでインメモリ列ストア

も強化し、メモリ使用量の最適化を可能にしました。  
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この進化を反映する事実として、顧客は SQL Server を使ってミッション クリティカル データを引き続き管理する意欲を示

しています。業界アナリストの反応も好意的なものでした。SQL Server は最近、Gartner 社によってビジョンの完全性が

最も高いオペレーショナル データベース管理システムと評価されました (図 1)。 

図 1: Gartner 社『Magic Quadrant for Operational Database Management Systems』1 

 

SQL Server は過去 15 年間にわたって、絶えず画期的な機能を追加してきました (図 2)。 

図 2: 各リリースで追加された SQL Server の機能 

 

SQL Server 2016 はこのイノベーションの伝統を受け継ぎつつも、リアルタイムのオペレーション分析、モバイル デバイスで

のリッチな視覚化、組み込みのアドバンスド アナリティクス、新しい高度なセキュリティ技術、新しいハイブリッド クラウドのシナ

リオにより、事実上、マイクロソフトのデータ プラットフォームの歴史が最も大きく前進した製品であると言えます。 

                                                      
1 Gartner 社、http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-237UHKQ&ct=141016&st=sb、2014 年 10 月 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-237UHKQ&ct=141016&st=sb
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SQL Server 2016 は、インメモリ パフォーマンスやオペレーション分析が組み込まれた革新的なミッション クリティカル機能

を提供します。新しい Always Encrypted テクノロジなどの包括的なセキュリティ機能によって、保管時および稼働時の 

データを保護できるほか、世界レベルの高可用性および障害復旧ソリューションにより、AlwaysOn テクノロジに新しい機

能強化が追加導入されます。 

組織はビジネス インテリジェンス以上のことを実行できる新しい機能を使って、データベース内から直接アドバンスド アナリ 

ティクスを実行し、あらゆるデバイス上でビジネス インサイトのリッチな視覚化を実現することで、すべてのデータに関する高

度なインサイトを獲得できるようになります。 

また、新しい Stretch Database テクノロジによって新しいハイブリッド シナリオが実現したハイパースケール クラウドの 

メリットを得ることもできます。Stretch Database テクノロジでは、ウォームおよびコールドのトランザクション データを 

Microsoft Azure に安全な方法で動的に拡張することで、サイズを問わず、データを常にクエリに利用できるようになりま

す。さらに、SQL Server 2016 は、ハイブリッド クラウド向けの包括的なデータベース プラットフォームを提供します。これに

より、オンプレミスとクラウドにまたがるソリューションの構築、展開、管理が簡単になります。 

SQL Server 2016 には、以下の多くの新しい機能と機能強化が導入されています。 

 インメモリ パフォーマンスの強化により、ディスクベースのリレーショナル データベースと比べて、トランザクションが最

大 30 倍、クエリが 100 倍以上向上し、リアルタイムのオペレーション分析が実現 

 新しい Always Encrypted テクノロジにより、アプリケーションに変更を加えることなく、アプリケーションに付属す

るマスター キーを使って、オンプレミスおよびクラウド内のデータを保管時も稼働時も保護可能 

 Stretch Database テクノロジにより、アプリケーションに変更を加えることなく、ウォームおよびコールドの OLTP 

データを Microsoft Azure に安全な方法で透過的に拡張することで、さらに多くの顧客の履歴データをすぐに活

用可能 

 組み込みのアドバンスド アナリティクスにより、アドバンスド アナリティクス アルゴリズムをコア SQL Server トラン

ザクション データベース内で直接構築して実行できる、スケーラビリティとパフォーマンスに関するメリットを提供 

 Windows、iOS、Android 向けのネイティブ アプリを搭載したモバイル デバイスでリッチな視覚化によるビジネス 

インサイトを提供 

 PolyBase を使って T-SQL でクエリを行うことで、リレーショナル データおよび非リレーショナル データのシンプルな

管理が可能 

 高速なハイブリッド バックアップ、高可用性、および障害復旧のシナリオにより、オンプレミス データベースを 

Microsoft Azure にバックアップして復元し、SQL Server AlwaysOn セカンダリを Azure に配置可能 

 
 



SQL Server によるミッション クリティカル アプリケーションの 

パフォーマンス 
 

今日、複雑な非構造化データ型への劇的な移行が行われているのに伴い、組織はすべてのデータ ソースをサポートすると

共に、高パフォーマンスのミッション クリティカル機能を提供できるバックエンド ソリューションを導入する必要性に迫られてい

ます。 

IT 組織はこの増大するデータの重要性と、他の圧力 (グローバル化、少ない予算、世界各地でますます厳格さが増し、 

かつてないほど厳しくなったコンプライアンス ポリシーや規制など) とのバランスを取る必要があります。さらにこれらすべての要

件を、高いレベルのアップタイムおよびパフォーマンスと、最高レベルのセキュリティを実現する多層防御を提供しながら達成

する必要があります。 

SQL Server 2016 では、パフォーマンス、セキュリティ、可用性、およびスケーラビリティに対応する、多くのコンポーネントの

新しいイノベーションによって、ミッション クリティカルなパフォーマンスをさらに高いレベルに引き上げることができるよう継続的

に取り組んでいます。 

 

図 1: SQL Server 2016 で提供予定の新しい機能の概要 
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パフォーマンス 
 

データ量は飛躍的に増大しており、現在の分析およびビジネス インテリジェンス ツールにおいて、データからインサイトを引き

出すための機能がこれまで以上に重要になっています。企業が競争に勝ち残るためには、最新のデータベース テクノロジで

高速な並列プロセッサや、巨大なストレージ リザーバにまたがって増大するデータ ストリームを活用できる必要があります。  

SQL Server 2014 と今後提供予定の SQL Server 2016 では、インメモリ、クエリ ストア、JSON、テンポラル サポート

などの多数の新しいテクノロジによってパフォーマンスが強化されています。 

SQL Server に統合されているインメモリ ツールセットは、独立した機能として使用するだけでなく、幅広いシナリオでパ 

フォーマンスを劇的に改善するのに役立ちます。これらのテクノロジには、主にトランザクション ワークロード向けのインメモリ 

OLTP と、主に意思決定支援ワークロード向けのインメモリ列ストアが含まれます (インメモリ列ストアについては、高度なイ

ンサイトに関するホワイト ペーパーで説明しています)。 

新しいクエリ ストアの機能では、クエリ プランを監視して特定のアプリケーション シナリオ向けに最適化できるため、パフォーマ

ンス チューニングの機会が広がります。コア データベース エンジンでのネイティブ JSON サポートも、SQL Server 内でス 

キーマ フリーのデータを扱うためのもう 1 つの新しい機能です。新しいテンポラル データベース機能では、時間の経過と共に

変化するデータの記録、監査、クエリを行うことができます。 

進化するこれらの各機能に関する詳細をお読みください。 

インメモリ オンライン トランザクション処理 

SQL Server はもともと、メイン メモリが非常に高価であり、実際に処理に必要なとき以外はデータをディスクに格納する必

要があると考えられていたころに設計されました。過去 30 年間のうちにメモリの価格が大幅に低下したことで、この前提は

当てはまらなくなりました。同時に、マルチコア サーバーが手頃な価格になったため、現在は 1 TB のメモリを備えた 32 コア

のサーバーを 5 万ドル足らずで購入できるようになりました。 

利用可能なメモリ容量やコア数を増やす現在の傾向に応じて、Microsoft の SQL Server チームは大容量のメイン メモ

リと多コア CPU 向けに最適化されたデータベース エンジンの構築を始めました。以前のリレーショナル データ向けのディスク

ベースのストレージと比較して、次の 3 つの主要領域に変更を加えることで、パフォーマンスの向上を実現しました。  

1. データ構造。インメモリ OLTP の行およびインデックスに対応した、まったく新しいデータ構造を設計しました。これらの

構造は、マルチバージョン化を念頭に置いて設計されているほか、ロックなしで更新できる設計になっています。 

 

  



10 ページ 

2. ロックおよびラッチなし。マルチユーザーの OLTP システムにおいて、長い待ち時間や応答の遅さの最大の原因の 

1 つとしてロックが挙げられます。インメモリ OLTP データ構造の設計方法により、データ操作時のロックが不要になりま

した。さらに、ディスクからメモリ バッファーにデータが読み込まれず、ページに行が保存されないため、インメモリ OLTP 

データ処理時のページ ラッチが不要になりました。 

 

3. ネイティブ コンパイル。SQL Server のクエリおよびプロシージャの "再コンパイル" について言及することがありますが、

これはコードが実際にコンパイルされるわけではありません。解釈できる下位のコードに変換され、コンピューター語コー

ドにはコンパイルされません。そのため、ディスクベースのテーブルの通常動作時は、各動作で行ごとの解釈を行う必要

があります。一方、インメモリ OLTP ではネイティブ コンパイル プロシージャがサポートされており、実際にコンパイルさ

れ、DLL として読み込まれるメモリ最適化テーブルにアクセスできます。 

データの格納とアクセスに関するこれらの大幅な変更と、効率的なログ書き込みを含む多数の小さな変更により、

SQL Server 2014 インメモリ OLTP で大幅なパフォーマンスの向上を実現できました。  

30 倍のパフォーマンス向上 

SQL Server のインメモリ テクノロジによって、SQL Server OLTP 機能のスループットと待機時間が劇的に向上します。

インメモリ テクノロジは、最も負荷の高いトランザクション処理アプリケーションの要件を満たすことができるように設計されて

おり、Microsoft は多数の企業と緊密に連携してこれらの向上を実証してきました。たとえば、Dell は 9 倍のパフォーマン

ス向上を実現しました。また、Beth Israel Deaconess Medical Center はクエリ時間を 75% 短縮しながら、データの

格納期間を 30 日から 90 日へと 3 倍も延長できました。 

Microsoft はワークロード最適化インメモリの設計点に対する取り組みを継続的に行っています。現在、インメモリまたは 

ディスク行ストアで列指向インデックスを実行できる機能により、オペレーション データに関するインサイトをリアルタイムで得ら

れるようになりました。 

この機能独自の特長は、インメモリ OLTP の速度を活用できることと、オペレーション分析を取得する機能を利用できるこ

とです。インメモリを使っていない場合でも、オペレーション インサイトを得ることができます。また、拡張された T-SQL カバー 

エリア サポートにより、これまで以上に多くのアプリケーションにインメモリ テクノロジを適用できるようになりました。 

SQL Server 2016 では、ワークロード別にインメモリを最適化したいという顧客のご要望に応え、依然としてワークロード最

適化アプローチを取っています。インメモリ OLTP に関しては、拡張された T-SQL カバー エリアを使って、このチューニングさ

れたトランザクション パフォーマンス テクノロジを大多数のアプリケーションに適用できるようになりました。30 倍のパフォーマン

ス向上が得られるだけでなく、オペレーション データに関するオペレーション インサイトをリアルタイムで得ることができるように

なります。インメモリまたはディスクのどちらのデータも使用できます。 

  



11 ページ 

データベース サイズの削減とパフォーマンスの向上: データおよびバックアップの圧縮 

多くの組織が速度と信頼性を向上する目的で、専用のディスク アレイや SAN により多くのデータを格納したいと考えてい

ますが、多くの場合、これらの高性能ディスク リソースのコストがその妨げになっています。SQL Server のバックアップやデー

タを圧縮すれば、データベースのサイズを大幅に削減し、空き領域を確保できます。データ サイズを削減することで、 

パフォーマンスも向上します。空き領域が増えることで、より多くのデータを SAN に格納できるようになります。また、SAN  

にデータを格納することで信頼性が向上するため、可用性も高まります。 

さらに、SQL Server では Unicode UCS-2 を使用したデータを圧縮できます。この機能によって、組織がデータ ストレー

ジ内にグローバル言語セットを持っている場合も、データ圧縮を活用し、圧縮のメリットを体験できます。 

SQL Server 2016 の新機能: 

ネイティブ JSON サポート 

JSON は、Azure DocumentDB を含む、複数の NoSQL エンジンで使用されているストレージ形式です。

DocumentDB では、Azure BLOB ストレージを使用してスキーマレスのドキュメントが格納されますが、豊富な SQL  

クエリ言語が提供されるため、ドキュメントに含まれるデータに対して SQL クエリを実行できます。  

Azure Search では、DocumentDB に加えて JSON も利用されます。Azure Search は完全に管理された検索ソ 

リューションであり、開発者はフル テキスト検索の複雑さについて心配したり、インフラストラクチャの展開、維持、管理を 

行ったりすることなく、高度な検索機能を Web アプリケーションやモバイル アプリケーションに埋め込むことができます。  

SQL Server で新しくサポートされる JSON と、Microsoft の他のツールを組み合わせることで、スキーマレスのリレーショナ

ル ストレージと、データにアクセスするアプリケーション間でデータを移動するための多数のシナリオが可能になります。  

ネイティブ JSON サポートをコア データベース エンジンに追加したことで、スキーマ フリーのデータがサポートされるようにな

り、より多様なデータ型に SQL Server で直接対応できるようになりました。また、テンポラル データベース サポートを追加

したため、時間の経過と共に変化するデータの記録、監査、クエリを行うこともできます。 
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セキュリティとコンプライアンス 
 

ここ数年の間にセキュリティを取り巻く状況は劇的な変化を遂げてきましたが、重要であるという点は変わっていません。 

今日、組織は急増するデバイスやデバイスの種類、世界中のさまざまなネットワーク テクノロジ、クラウドを含む多数の 

プラットフォームに格納されている多数の形式のデータへの対応を進める必要があります。 

では、絶えず稼働しているデータを保護するには、どうすればよいのでしょうか。また、適切なアクセス許可を、適切なユー 

ザーに、最適なタイミングで付与するにはどうすればよいのでしょうか。SQL Server の継続的な進化に伴い、Microsoft  

はデータを保管時も稼働時も保護するための新しい機能を追加します。この新しい機能には、Always Encrypted や 

Row-Level Security などが含まれます。他の新しい機能では、場所やロールなどのユーザー属性に基づいたきめの細かい

アクセス制御によって、マルチテナント環境のセキュリティを強化します。 

2016 の新しい機能によって SQL Server は進化を続け、現代の企業が必要とする、きめ細かく調整された詳細な制御

を実現します。 

既定のセキュリティ保護: 脆弱性の低減 

Microsoft および SQL Server チームは、セキュリティについて真剣に考えています。10 年以上前に、Microsoft は 

Trustworthy Computing (信頼できるコンピューティング) 活動を実施しました。この活動では、SQL Server のエンジニア

がセキュリティ トレーニングを定期的に受け、所属するグループに関係なく、セキュリティに対する責任を職務全体で遂行す

ることが求められました。セキュリティとプライバシーを保護するためのこの全社的な規律は、設計自体が安全なソフトウェア

を構築し、セキュリティに関連する全体的なリスクを既定で削減するために策定されました。 

その結果、アメリカ国立標準技術研究所 (NIST) の公共セキュリティ担当委員会によって、SQL Server は主要なデータ

ベース ベンダー全体で、セキュリティ脆弱性の数が最も少ないことが報告されています。さらに、SQL Server は米国情報

技術工業協議会 (ITIC) によって "最も安全なデータベース" であることが認められています。2  

格納されている場所に関係なく、さらに転送中である場合でもデータを暗号化できる機能により、一種の時や場所を問わ

ないアクセスが可能になり、適切な資格情報を持った適切なユーザーのみがデータを読み取ることができ、これを任意のデ

バイスから、事実上世界中のどこからでも行うことが可能になります。SQL Server 2016 では、データ暗号化に対する多

数の機能強化を提供することで、今日のダイナミックなビジネス環境のユーザーがデータを利用できる状態を維持しながら、

データがどこに移動しても安全性を確保できます。 

  

                                                      
2 Information Technology Intelligence Corp. (ITIC)、『SQL Server Delivers Industry-Leading Security』、2012 年 9 月 
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SQL Server 2016 では、機密データの処理方法や保護方法が継続的に改善されています。これらの機能強化は、企

業が俊敏性や競争上の優位性を確保しながら、複雑さが増す現在の規制状況において、コンプライアンスを維持できる 

ように設計されています。  

Transparent Data Encryption 

SQL Server の Transparent Data Encryption (TDE) を使うと、組織はディスクに格納されているときにデータを暗号

化し、メモリに読み込まれるときに暗号化解除できます。TDE では、復旧時に使用できるようにデータベース ブート レコー

ドに格納されている暗号化キー (DEK) が使用されます。DEK は、サーバーのマスター データベースに格納されている証明

書を使用して保護されている対称キーか、EKM モジュールによって保護されている非対称キーです。  

簡単に言うと、TDE は保管時にデータを保護します (データやログ ファイルなど)。これにより、ソフトウェア開発者は既存の

アプリケーションに変更を加えることなく、AES および 3DES 暗号化アルゴリズムを使ってデータを暗号化できます。暗号化

および暗号化解除操作は、データベース エンジンによってバックグラウンドで処理されます。そのため、組織はデータを保護

するために SQL Server 用のアプリケーションに変更を加える必要はありません。暗号化はデータベース エンジンに組み込

まれているため、アプリケーションやユーザーに対して透過的です。これは SQL Server Enterprise Edition に含まれてい

ます。 

さらに、拡張キー管理が TDE と連携してデータベース外部に暗号化キーを格納します。拡張キー管理を使うことで、組織

はハードウェア デバイスやサードパーティの暗号化ツールを使用して暗号化キーを作成できます。キーを暗号化データとは別

に格納することで、承認されていないユーザーによる暗号化データへのアクセスをより困難にします。 

TDE で保護されているデータベースでは、これらのデータベースのバックアップも暗号化されます。 

SQL Server 2016 における機能強化: 

TDE でメモリ最適化 OLTP テーブルのストレージがサポートされるようになりました。これにより、メモリ最適化によって提供

されるパフォーマンスの機能強化に加えて、セキュリティの強化も可能になります。 

動的データ マスクは、非特権ユーザーに対して暗号化を行うことにより、機密データの露出を制限します。この機能では、

テーブル レベルおよび列レベルでポリシーを設定できます。このポリシーでは、ID やクレジット カード番号の最初の 8 桁を暗

号化し、最後の 4 桁を表示するなどの複数のマスク機能が提供されます。ポリシーを設定したら、これらのマスクがクエリに

適用されます。データをマスクなしで表示できる、特定の特権ログインを許可することもできます。 
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バックアップの暗号化 

SQL Server には、バックアップを作成しながらデータを暗号化できる機能があります。バックアップの作成時に暗号化アル

ゴリズムと暗号化機能 (証明書または非対称キー) を指定することで、暗号化されたバックアップ ファイルを作成できます。

オンプレミスと Window Azure ストレージの場所がサポートされています。さらに、SQL Server 2014 で導入された新しい

機能として、Microsoft Azure への SQL Server マネージ バックアップ向けに暗号化オプションを構成することもできます。

バックアップ中に暗号化を行うには、暗号化アルゴリズムと、暗号化キーを保護するための暗号化機能を指定する必要が

あります。サポートされている暗号化オプションを以下に示します。 

 暗号化アルゴリズム: サポートされる暗号化アルゴリズムは、AES 128、AES 192、AES 256、および 

Triple DES です。 

 暗号化機能: 証明書または非対称キーです。 

SQL Server 2016 における機能強化: 

バックアップの暗号化で、圧縮がサポートされるようになりました。 

2016 の新機能: Always Encrypted 

SQL Server 2016 では、いくつかのセキュリティ イノベーションが導入されています。Always Encrypted では、保管時お

よび稼働時にデータを暗号化できる独自の機能が追加され、暗号化状態でデータのクエリを行うこともできます。これは、

特に規制が課せられる業界における社内コンプライアンス、または非常に機密性が高いデータに適しており、最小限のオー

バーヘッドで実行できます。この機能は Transparent Queryable Encryption と呼ばれます。 

TDE を使用しても、セキュリティ管理者や DBA が暗号化データにアクセスできなくなるわけではありません。

SQL Server 2016 の新しい Always Encrypted 機能は、SQL データベースに格納されている機密データを、 

権限が高いものの承認されていない DBA などユーザーから保護するためのものです。Always Encrypted では、

Always Encrypted 対応のクライアント ドライバーでデータを透過的に暗号化してから、暗号化データがデータベースに 

アップロードされます (またはデータを透過的に暗号化解除してから、データがアプリケーションに戻されます)。SQL Server 

では、データや対応するキーがサーバー上でプレーン テキストで表示されることは一切ないことが保証されています。

SQL Server は、暗号化データに対してクエリの処理を行うことができます。 
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Always Encrypted は、クエリ可能な暗号化を提供する、初めての市販のデータ プラットフォーム ソリューションです。

SQL Server 2016 では決定論的暗号化がサポートされており、暗号化列で同等比較を行うことができます。同等演算

には、結合、グループ化、および Distinct 演算子が含まれます。これにより、通常は参照操作のみで使用される ID やクレ

ジット カード番号などの機密データの暗号化が可能になります。暗号化列で実行した場合、その他すべての操作はサポー

トされていない操作として失敗します。これはたとえば、承認されていないユーザー (SA 資格情報を持つユーザーも含む) 

にクレジット カード番号を表示することなく、アプリケーションで特定のクレジット カード番号に対して SELECT ステートメン

トを実行できることを意味します (図 7)。 

図 7: Always Encrypted を使用したクエリ可能な暗号化 

 

Always Encrypted をクライアント アプリケーションと共に使用する場合、クライアントまたはサーバーに加える必要がある変

更はわずかで済むため、この機能のメリットを得るために必要な開発コストを最小限に抑えることができます。ただし、クライ

アントとデータベース間に配置する、Always Encrypted 対応のクライアント ドライバーは必要です。Always Encrypted 

を新しいアプリケーションまたは既存のアプリケーションのどちらで設定する場合も、実装は SSMS または SQL Server 

Data Tools (SSDT) を使用して簡単に行うことができます。また、プロセスをできる限り簡単にするためのツールもサポート

されています。  

新しいアプリケーションを使用する場合は、暗号化対象の列と暗号化設定を選択し、キー セットアップ ツールを使用してコ

ンテンツ マスター キー (CMK) とコンテンツ暗号化キー (CEK) を設定したら、スキーマ分析ツール (SSDT のみ) を使用し

て、スキーマまたはアプリケーション クエリへの影響を特定します。 
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既存のアプリケーションを使用する場合のセットアップでは、選択した列内で (以前の) プレーン テキスト データを暗号化す

るステップが追加で必要となります。これは以下の 2 とおりの方法で行うことができます。  

1. 新しい暗号化列を作成したら、暗号化されていない列からデータをコピーし、古い列をスキーマ内の新しい列と入

れ替え、古い依存関係から新しい依存関係を再作成します。このプロセスは暗号化ツールを使用することで簡

単に実施できます。  

2. データベースを新しいターゲット サーバーに移行する場合、暗号化ツールをインポート/エクスポートと組み合わせて

使用し、データを暗号化列に移行します。 

2016 の新機能: Row-Level Security 

SQL Server は、ミッション クリティカル アプリケーションのセキュリティに関して、リーダーとしての明確な地位を確立していま

す。さらに、しばらくの間ご要望をいただいていた機能、Row-Level Security も提供します。Row-Level Security では、

設定した条件に基づいて、テーブル内の行に対するきめの細かいアクセス制御を行うことができます。 

RLS を使用すると、さまざまな顧客、部門、またはテナントのデータを同じテーブルに格納できるだけでなく、クエリの実行コ

ンテキストに基づいて行へのアクセスを制限できます。RLS はクエリ時に透過的に動作し、アプリケーションに変更を加える

必要がありません。データベース内に格納されている一元化されたセキュリティ ロジックを使用するほか、保護するテーブルに

スキーマ バインドされているため、セキュリティが強化されます。データベースに RLS を実装することで、クライアント アプリ 

ケーションのメンテナンスや複雑さを大幅に軽減できます。 

RLS ではまず、アクセス ロジックをカプセル化する述語関数を作成します。これは単に、セキュリティ ロジックを実装するユー

ザー定義のインライン テーブル値関数です。作成する関数は、必要に応じて単純な関数にも複雑な関数にもできるほか、

必要な数だけテーブルを参照することができます。述語関数では、指定したユーザーがアクセスできる行にフィルターが適用

されます。 

たとえば、病院の職員が割り当てられている病棟と、各病棟に割り当てられた日付が一致する患者テーブルの行のみに病

院の職員がアクセスすることを許可する関数を作成するとします。RLS を利用すると、病院は検索機能を 1 つ以上のテー

ブルにバインドするセキュリティ ポリシーを作成できます。セキュリティ ポリシーがテーブルにバインドされると、テーブルに対する

すべてのアクセスがセキュリティ ポリシーを通じて行われます。そのため、病院の職員が患者のクエリを行う際は、その職員が

病棟に割り当てられていた期間にその病棟にいた患者のみを表示できるようになります。 
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コンプライアンスを実現するための組み込みツール: SQL Server 監査ツール 

SQL Server には、データベース監査機能が組み込まれており、いつでも利用できるため監査を容易に実施でき、パフォー

マンスの影響を最小限に抑えながら、組織がデータベースの読み取りを含むデータベース アクティビティの監査を行うことが

できるように支援します。ますます厳格さが増しているコンプライアンス ポリシーに対応するため、組織は以下のような組み

込みツールを使用できます。 

 SQL Server Audit (全エディション): 組織が得られるメリットを SQL Server Audit の Enterprise Edition 

から SQL Server の全エディションのメリットに拡張できます。この拡張により、SQL Server データベース全体で

より綿密な監査活動を行うことができるほか、標準化、パフォーマンスの向上、豊富な機能の利用が可能になり

ます。 

 User-Defined Audit: 中間層アプリケーションによる監査ログへのカスタム イベントの書き込みを可能にすること

で、監査情報を格納する際の柔軟性が高まります。 

 Audit Filtering: 監査ログ内で不要なイベントをフィルターする際の柔軟性が高まります。 

 Audit Resilience: フェールオーバー時に監査ログが失われないように、一時ファイルやネットワークの問題から

監査データを回復するための機能を提供します。 

 

可用性 
 

現代のビジネス界では、地理的場所やタイム ゾーンは関係なくなっています。この 24 時間 365 日体制の環境において、

ダウンタイムを発生させる余地はありません。簡単に言うと、企業はアプリを常に稼働状態にしておく必要があります。

SQL Server では、ミッション クリティカルなアップタイム、高速なフェールオーバー、管理性の改善、ハードウェア リソースの

有効利用を実現するために、可用性機能が継続的に改善されています。 

SQL Server は既に堅牢で信頼性の高いパフォーマンスで知られていますが、今後数か月の間に、これまで以上に 

高い信頼性を実現できる新しい機能が導入される予定です。AlwaysOn はリリースごとに向上および強化されており、

SQL Server 2016 でも AlwaysOn の重要な新しい機能強化を追加導入します。また、SQL Server 2016 では、 

負荷分散の改善機能の追加、分散トランザクション コーディネーター (DTC) と SSIS の互換性の問題の解決、および柔

軟かつ効率的にバックアップを行うための新しい機能の提供が行われます。 
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AlwaysOn 

SQL Server 2012 で導入された AlwaysOn は、エンタープライズの一連のユーザー データベースの可用性を最大限に

高めることができます。SQL Server 2014 は、強化された高可用性および障害復旧の統合ソリューションを提供すること

で、これらの機能を拡張しています。このソリューションは、データセンター内およびデータセンター間で冗長性を提供すること

で、予定されているダウンタイムや予定外のダウンタイムの発生時にアプリケーションの高速なフェールオーバーを可能にしま

す。AlwaysOn は、単一ソリューションにまとめられた機能スイートを提供します。 

Microsoft は AlwaysOn をリリースごとに向上および強化するために継続的に取り組んでおり、SQL Server 2016 では

この機能がさらに強化されます。次期バージョンの SQL Server では、最大 3 つの同期レプリカに加えて、読み取り可能

な非同期レプリカがサポートされます。これらのレプリカは異なるドメインに存在することができ、オンプレミスまたは Azure 

Virtual Machines のいずれかに配置できます。また、ラウンドロビン方式を使用したレプリカの負荷分散の改善機能も追

加しています。さらに、分散トランザクション コーディネーターでは、異なるデータベースにまたがるトランザクションを同期でき

ます。これは特に、IBM、Oracle、および SQL を使用しており、たとえばトランザクションを分散システム全体でレプリケート

したいと考えている顧客にメリットをもたらします。 

2016 では、2 ノード フェールオーバーの AlwaysOn Basic を追加し、コアとメモリに関する制限を取り除くことで、

Standard Edition の高可用性機能とスケーラビリティ機能を強化しています。ただし、インメモリ、セキュリティ、および HA 

の拡張機能はすべて、Enterprise Edition だけに含まれています。 

図 8: 統合高可用性ソリューション 
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SQL Server の AlwaysOn 可用性グループは、データベース ミラーリングに代わるエンタープライズ レベルの選択肢とな

る、高可用性および障害復旧ソリューションです。可用性グループは、データベース グループの自動および手動フェールオー

バー、8 つのセカンダリ プライマリ ("セカンダリ")、アプリケーションの高速なフェールオーバー、自動ページ修復などのオプション

が統合されたセットです。各可用性グループは、可用性データベースと呼ばれる、ひとまとまりでフェールオーバーされる個別

のユーザー データベース セットのコンテナーです。1 つの可用性グループには、できる限り多くのフェールオーバー ターゲット 

(セカンダリ レプリカ) を設定できます。さらに、組織はセカンダリ データベースへの読み取り専用アクセスをサポートして、セカ

ンダリ データベースをバックアップできるように、セカンダリ レプリカを簡単に構成できます。可用性グループが追加されること

で、フェールオーバー クラスター インスタンスを展開する際の記憶域ネットワーク (SAN) やネットワーク接続ストレージ 

(NAS) などの共有ディスク ストレージの要件が不要になります。 

SQL Server の AlwaysOn フェールオーバー クラスター インスタンスは、SQL Server フェールオーバー クラスタリング

を強化し、サブネット全体でマルチサイト クラスタリングをサポートするため、複数のデータセンター全体で SQL Server イン

スタンスのフェールオーバーを実現できます。もう 1 つの主なメリットはインスタンスの高速で予測可能なフェールオーバーであ

り、アプリケーションのすばやい復旧が可能になります。AlwaysOn は Windows Server のクラスターの共有ボリュームをサ

ポートすることで、ストレージ フェールオーバーの復元性の強化と、SAN でのドライブ文字制限の回避を実現し、SAN スト

レージの使用と管理をさらに向上させます。 

SQL Server AlwaysOn の複数のアクティブなセカンダリでは、ネットワーク障害の発生時にも、8 つのセカンダリ インス

タンスを使用して (レプリケーションよりもはるかに高速に) レポート クエリとバックアップ操作を実行できるため、アイドル状態

のハードウェアを別の目的で使用してリソース活用を向上できます。また、プライマリとセカンダリがリソースを奪い合うこともな

くなるので、プライマリとセカンダリの両方のワークロードのパフォーマンスも劇的に向上します。 

SQL Server AlwaysOn 可用性グループ リスナーは、複数のサブネットを採用するシナリオで、AlwaysOn に対応し 

たクライアント接続での高速なフェールオーバーを実現します。現在、クライアント アプリケーションは、単一のサブネット内の

フェールオーバーの場合と同様、高速に複数 (64 個程度) のサブネット全体でフェールオーバーを実現できます。同時に、

アプリケーション内から接続を (読み取り/書き込みではなく) 読み取り専用に設定できる機能によって、組織は高可用性 

サーバー上で実行するワークロードの種類を制御することが可能になるため、リソースをより効率的に管理できます。 

組織は Azure Virtual Machines の SQL Server AlwaysOn を使用することで、Azure レプリカの追加ウィザードを

通じて、セカンダリ レプリカを Azure Virtual Machines に追加できます。このレプリカは、障害復旧、レポート作成、バック

アップなどの操作で使用できます。この構成では AlwaysOn セカンダリ用のハードウェアを追加購入する必要がないため、

資本投資を削減できます。 
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SQL Server 2016 における機能強化: 

機能強化された AlwaysOn 

SQL Server 2016 では、スケーラビリティと管理性の領域において、AlwaysOn の大幅な機能向上が行われています。

スケーラビリティに関しては、SQL Server 2016 には、読み取り可能なセカンダリの負荷分散が追加されています。これに

より、負荷分散する読み取り可能なセカンダリのグループを 1 つまたは複数定義できるようになります。接続はラウンドロビ

ンによってグループのメンバーに割り当てられます。 

図 9: AlwaysOn — 読み取り可能なセカンダリの負荷分散 

 

また、このバージョンでは、自動フェールオーバー ターゲットの数も 2 つから 3 つに増加しています。最後に、ログ トランス 

ポートのパフォーマンスが向上しています。インメモリ OLTP や他のテクノロジによってデータベースの速度が向上したことで、

高可用性パイプラインがさらに重要になりました。SQL Server 2016 では、スループットと待機時間の両方で機能向上が

行われています。 

SQL Server 2016 では、可用性グループ (AG) データベース向けに分散トランザクション コーディネーター (DTC) に登録

されたトランザクションをサポートするなど、複数の領域における管理性も向上しています。DTC リソースはインスタンスでは

なくデータベースに結合されているため、フェールオーバー時に、DTC は新しいプライマリ上の同一のリソースを認識し、トラン

ザクションの結果を解決します。 
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管理性に関するもう 1 つの機能向上が、データベース レベルの正常性の監視です。SQL Server 2014 では、AG  

の正常性としてインスタンスの正常性のみが監視されていました。データベースはオフラインになったり、破損したりする 

ことがありますが、インスタンス自体が正常である限り、SQL Server ではフェールオーバーはトリガーされませんでした。

SQL Server 2016 では、オプションで正常性の監視を変更し、AG 内のデータベースの正常性を考慮に入れること 

もできます。 

グループ管理サービス アカウント (GMSA) は、管理性に関するもう 1 つの機能向上です。GMSA は、自動管理されるド

メイン レベルのアカウントです。これは既定のサービス アカウントに似ていますが、ドメイン スコープが設定されています。これ

により、ユーザー アカウントを要求することなく、AG インスタンス全体でネットワーク リソースのアクセス許可を設定できます。 

スケーラビリティ 
 

大規模なデータセットで分析を実行する場合でも、ブラック フライデーに小売りサイトを運営する場合でも、今日のビジネス

環境ではスケーラビリティが求められています。SQL Server と Windows Server の間の対話は、スケーラビリティの面で

大きな機能向上につながる可能性がある領域です。SQL Server は、多くの領域において Windows Server の完全な

機能セットを活用できます。 

コンピューティングにおける機能強化から、ストレージやネットワークまでのすべて要素が、ミッション クリティカルな 

SQL Server ワークロードに直接的な影響を与えます。SQL Server と Windows Server を使用した場合、物理 

処理は 640 個の論理プロセッサにスケールアップし、仮想マシンは 64 個の論理プロセッサにスケールアップします。また、

SQL Server は、記憶域スペースとネットワーク仮想化を使用して新しい方法でリソースの最適化を行います。スケー 

ラビリティを向上させるために他の多くのツールや技術を使用することもできます。 

SQL Server は、プライベート クラウドをはるかに簡単に設定できる機能強化もいくつか提供しています。さらに、以降で説

明するとおり、SQL Server は Microsoft のクラウド プラットフォーム システムに統合されており、プライベート クラウドを非

常にすばやく拡張する新しい可能性を提供します。 

列ストア 

インメモリ列ストア インデックスは、大規模なデータ ウェアハウジング ファクト テーブルの格納およびクエリを行うための標準機

能です。列ベースのデータ格納処理およびクエリ処理を使用することで、従来の行指向の格納と比べてデータ ウェアハウス

で最大 10 倍のクエリ パフォーマンスの向上と、非圧縮データ サイズと比べて最大 10 倍のデータ圧縮を実現できます。 

この高度なデータ圧縮により、データ ウェアハウスのストレージ コストを大幅に削減できます。さらに、分析に関しては、 

B-Tree インデックスと比べて桁違いに優れたパフォーマンスを実現します。そのため、データ ウェアハウジングおよび分析ワー

クロードに適したストレージ形式と言えます。 
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SQL Server 2016 の Community Technology Preview 2 (CTP2) 以降、列ストア インデックスをオペレーション  

ワークロードのリアルタイム分析に使用できるようになります。 

列ストア インデックスが高速である理由: 

 列には同じドメインの値が格納され、通常は同様の値であるため、高い圧縮率を実現できます。これにより、 

メモリのフットプリントを大幅に低減しながら、システム内の IO ボトルネックが最小限に抑えられるか、完全になくな

ります。 

 高い圧縮率によって、小さいインメモリのフットプリントを使用できるようになり、クエリ パフォーマンスが向上します。

また、クエリ パフォーマンスは、SQL Server でインメモリのクエリやデータ操作をさらに多く実行できるために向上し

ます。 

 バッチ実行では、複数の行をまとめて処理することで、通常、クエリ パフォーマンスが 2 ～ 4 倍向上します。 

 クエリでは多くの場合、テーブルからごく一部の列のみを選択するため、物理メディアからの合計 I/O が低減さ 

れます。 

クラウドとミッション クリティカルなシステム 

クラウドが普及し、今後の組織の運営方法においてさらに中心的な役割を果たしていくことに疑問の余地はありません。企

業がより多くのデータをクラウドに移動しようと取り組む中、移動を促進し、格納場所に関係なくデータを安全に保つための

新しい機能を導入することで SQL Server も進化しています。 

SQL Server と Microsoft Azure の新しいツールによって、クラウドへの拡張に加えて、修正プログラム、バックアップ、 

および障害復旧ソリューションの構築、さらに (オンプレミス、プライベート クラウド、パブリック クラウドなど、場所を問わず)  

リソースへのアクセスがより簡単になります。 

これらのツールは、オンプレミスの SQL Server データベースがクラウドに移行するのを容易にする入り口としての役割を果

たすため、顧客は既存のスキルを使用して Microsoft グローバル データセンターを活用できるようになります。これは、ハイ

ブリッド ソリューションを容易にするために設計されたアーキテクチャに加えて、一般的なタスクのシンプルさを維持し、オンプレ

ミスまたはクラウドのどちらで操作した場合も同じように機能する、一貫したツール セットを提供することで実現しました。 
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従来のベアメタル展開 

過去 10 年間での仮想化テクノロジの大幅な向上にもかかわらず、特定のワークロードの仮想化には依然としてパフォーマ

ンス上の大きな欠点があります。大規模で複雑なミッション クリティカルなオンライン トランザクション処理システム (OLTP) 

は、オペレーティング システムとデータベース プラットフォームが "メタル上" に直接インストールされる大規模な専用サーバー

で引き続き使用されています。 

スケール アップ機能が重要である状況下、およびすべての些細なパフォーマンス改善を無視できない状況下では、組織は 

"メタル上" で実行できる能力を維持する必要があります。通常、このような状況では、組織は多くの場合、購入可能な最

大規模のサーバー マシンから可能な限り最大のパフォーマンスを引き出す必要に迫られます。その結果、通常は、アプリケ

ーションには、その運用専用の特定のサーバー ハードウェアが必要になります。 

大量の専用ハードウェア リソースを実行する主なメリットは、高度な物理チューニングの機会が多くあることです。

SQL Server などのデータベース展開において最も重要な領域となるのが、ストレージ サブシステムの物理構成です。 

純粋なクラウド環境に移行すると、組織は物理チューニングを実行する機能を失います。 

ハイブリッド ソリューション 

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

トフォリオと、独自の要件を持つ広範な環境があると認識されています。アプリケーションによっては、クラウド コンピューティン

グで提供される、一種のコモディティ化された "汎用サイズ" の環境には展開できない、詳細で複雑なハードウェア構成が

必要となる場合もあります。同様に、多くのビジネスには大規模なパブリック クラウドの活用が非常に望ましいワークロードが

あります。ただし、需要の浮き沈みがきわめて大きいアプリケーションのために十分なレベルのハードウェアを割り当てるのが経

済的に難しい場合があります。 
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そのため、組織がクラウド コンピューティングを活用しようと考えるのに伴い、クラウドに対応したデータベース システムを使用

することが成功に不可欠となります。SQL Server では、影響力をもたらし、組織で現在実現できる一連の展開アプロー

チで使用できるハイブリッド IT ビジョンを利用できます (図 3)。 

図 3: オンプレミスとクラウドでのホスティング提供を組み合わせてビジネス ニーズに対応できる現代の IT 部門 

 

ハイブリッド クラウドに対する Microsoft の目標は、アプリケーションを実行する方法および場所に関する広範な選択肢を

提供すると同時に、ソリューションのポートフォリオ全体で共通のサーバー製品、ツール、および専門知識を使用できるように

することです (図 4)。 

図 4: データベース展開の各アプローチに固有のメリットと課題 - ますます多くの組織がワークロードをクラウドに移動する理由 
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クラウド展開: パブリック クラウドとプライベート クラウド 

プライベート クラウドはパブリック クラウドのすべての特性を備えることが可能ですが、必ずしもすべての特性を備えなければ

ならないわけではありません。たとえば、多くのプライベート クラウドで、完全なチャージバック会計メカニズムは実装されませ

ん。しかし、組織でのプライベート クラウド戦略が成熟するにつれ、プライベート クラウドによって提供されるサービスおよびサ

ービス レベルは、パブリック クラウド プロバイダーが提供する内容と同じになり始めます。 

プールおよび仮想化されたリソース 

サーバー仮想化は、プライベート クラウド環境とパブリック クラウド環境の両方で利用されます。しかし、コンピューティングに

対するクラウド ベースのアプローチでは、ワークロードの単なる仮想化以上のものが必要になります。多くのオンプレミスの仮

想化環境には、特定のアプリケーション ターゲットがあります。環境は仮想化されていますが、アプリケーションは特定の専

用サーバー ホストで実行する必要があります。これは、技術的に必要な場合もあれば、特定の部門がそのノードを "所有" 

していることが理由である場合もあります。クラウド環境はハードウェア リソースのプーリングに基づいており、プーリング容量に

とって仮想化は重要ですが、それがすべてではありません。 

プーリングは、リソースを集約し、任意のワークロードを実行可能な均一な容量プールとして利用できるようにするメカニ 

ズムです。プールされたクラウド環境で実行されるワークロードは、それらが実際に展開される物理ハードウェアには依存しま

せん。 

高度な物理チューニングが必要になるため、前述の階層 1 ワークロードはプーリングとは逆のパターンになります。たとえば、

物理チューニングおよび特定のハード ドライブ スピンドル レイアウトに対する特定のアプローチを必要とする SQL Server 

ワークロードは仮想化できますが、その独自のリソース要求は他のアプリケーションによって要求される可能性が低いので、 

プールされたリソースの使用には適しません。このような特定のスピンドル構成をプールに配置すると、その構成が他のアプリ

ケーションで使用されない可能性が高くなります。 

弾力性 

弾力性とは、需要の浮き沈みに対応するクラウドの能力を意味します。多くのビジネス プロセスには、季節的な特性があり

ます。年 1 回の干し草作りの作業を例として考えてみましょう。多くの農場経営者は必要な機械を持った外部の請負業

者に依頼して干し草を作ります。必要となる大型トラクターと干し草を束ねる機械を 1 年の大部分の期間遊ばせておくの

は不経済であるためです。IT ワークロードも非常に季節的ですが、それらをサポートするために展開される機械は、通常、

ピーク負荷に対応するための十分な容量で購入され、その他の期間は "倉庫に保管" されています。 

  



26 ページ 

季節的なワークロードの代表例が、スポーツおよび文化イベントのチケット販売です。大規模なイベントのチケットが販売さ

れると、多くの場合、そのチケットを求める人の数は供給を上回ります。このような状況では、チケットを手に入れるためにチ

ケット オフィスの外で徹夜する人が現れます。一方、オンラインの世界では、この自然な待ち行列メカニズムが成り立たず、

イベントの見込み客が仮想のチケット オフィスに溢れ、多くの場合、過剰な負担が発生することになります。 

クラウド リソースは汎用であり、かつプールされているため、スペア容量を確保することを容易に正当化できます。クラウド プ

ロバイダーは、パブリックであるかプライベートであるかに関係なく、通常、容量の一部分を常に利用可能にしてピークに対

応しようとします。ここではパブリック クラウドが明らかに優位です。パブリック クラウドは大規模に運用され、プールされたリ 

ソースに数千人もの顧客がアクセスするため、小規模のプライベート クラウドよりも著しく多い絶対的な余裕を維持すること

ができます。100 台のサーバーで構成されるクラウドの 1% では負荷の急上昇は許容されませんが、10,000 台のサーバー

で構成されるクラウドの 1% では許容されます。弾力性は、プライベート データセンターで実現することが最も困難なクラウ

ド特性です。これは、容量をアイドル状態のままにしておくことが要求されるためです。しかし、通常、クラウド ベース展開を

行う主な理由は、アイドル状態を回避することです。 

ワークロードによっては、プライベート クラウド環境が適切でない場合もあります。クラウドの能力を適切に評価するには、

「予測される弾力性の需要よりも多くの容量がクラウドで展開されることは何回あるか」という質問をたずねてみましょう。 

容量は、単に何倍かではなく、桁の違いで比較する必要があります。急激なピークで数十台のサーバーが必要になることが

予測される場合は、少なくとも数千のノードを持つクラウドを検討します。 

プライベート クラウド 

セルフサービス 

クラウド コンピューティングのセルフサービスには、2 つの補完的な目標があります。1 つは、リソースをプロビジョニングするため

に通常必要となる労力を削減またはなくすことによって、サービスの提供コストをさらに削減することです。もう 1 つは、適切

に行われた場合に、セルフサービス機能の提供がユーザーにメリットをもたらす手段になることです。クラウド ユーザーは、 

リソースに直接アクセスできるようになります。複雑な承認プロセスはなく、要求が IT 管理者にとってビジネス上の優先事

項となるのを待つ必要もありません。 
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クラウド環境では、プールからオンデマンドでリソースをプロビジョニングするための委任権限がユーザーに付与されます。この

委任権限によって、ユーザーのワークロードが他のワークロードを妨げないこと、およびユーザーがプロビジョニングできるリソー

スが、権限が付与されている容量レベル (またはパブリック クラウドの場合は利用限度額の範囲上限) に制限されることが

保証されます。セルフサービスの活用により、組織は新しいことに挑戦したり、新しい市場に迅速にリーチできるようになり、

ビジネスがより敏捷になります。アプリケーションがエンタープライズ内部のプライベート クラウド内にある場合でも、外部の 

Azure 内にある場合でも、他の展開アプローチよりもはるかに迅速に、開発から実稼働へと移行できます。 

SQL Server 2016 の新機能: 

Stretch Databases 

データが著しく増え続ける中、ユーザーは通常、完了した (アーカイブ済み/コールド) 業務データを始めとするすべてのデータ

を次のような理由で保持したいと考えます。 

 規制遵守 (税金など) 

 監査 (不正行為に対する調査など) 

 計画の策定 (実績の比較など) 

 ビジネスの特性 (小売業者の取引明細履歴など) 

 削除しても問題ないか確実に判断できない (政府機関や大口機関投資家に提示を求められた場合に備えるた 

めなど) 

一般的に、従来のアーカイブ ソリューションでは、サードパーティ製ソフトウェアが必要であり、アクセスにはまったく別のデータ 

ストアおよびアプリケーションが必要となります。アーカイブ ソリューションによっては、バックアップまたはオフライン ストレージに

依存する場合もあります。この構成が許容される環境もありますが、多くのエンタープライズは、データが生成された場所に

アーカイブを格納することを望みます。また、必要がある場合は、データの復元やオンラインへの回復を待たずに、同一のア

プリケーションからアクセスしたいとも思っています。 

SQL Server 2016 の Stretch Database では、オンプレミスのテーブルを Microsoft Azure に透過的に拡張して、低い 

TCO のストレージでほぼ無制限の容量を利用できます。アプリケーションはコードの変更なしで引き続き機能します。既存

のデータベース管理者 (DBA) のスキルおよびプロセスの有効性は維持され、開発者は現在のツールや API を引き続き利

用できます。Stretch Database は、外部のアーカイブおよびハードウェアの管理に関連する複雑さやコストを伴いません。

Stretch Database は、このような一般的な問題を解決する独自の機能です。 
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Stretch Database を使用すれば、選択したデータを必要に応じてクラウドに移行し始めることができます。また、特に大規

模なデータベースでは、既存のアプリケーションを強化して DBA タスクの促進を図ることもできます。 

Stretch Databases 機能によるオンプレミスの SQL Server からクラウドへの選択したデータの移行 

 

Always Encrypted 

Always Encrypted では、保管時および稼働時にデータを暗号化できる独自の機能が追加され、暗号化状態でデータ

のクエリを行うこともできます。これは、特に規制が課せられる業界における社内コンプライアンス、または非常に機密性が高

いデータに適しており、最小限のオーバーヘッドで実行できます。 

SQL Server 2016 の新機能である Always Encrypted は、SQL データベースやクラウドに格納されている機密データを

保護します。Always Encrypted では、Always Encrypted 対応のクライアント ドライバーでデータを透過的に暗号化し

てから、暗号化データがデータベースにアップロードされます (またはデータを透過的に暗号化解除してから、データがアプリ 

ケーションに戻されます)。SQL Server では、データや対応するキーがサーバー上でプレーン テキストで表示されることは一

切ないことが保証されています。SQL Server は、暗号化データに対してクエリの処理を行うことができます。 

Always Encrypted は、クエリ可能な暗号化を提供する、初めての市販のデータ プラットフォーム ソリューションです。

SQL Server 2016 では決定論的暗号化がサポートされており、暗号化列で同等比較を行うことができます。これにより、

通常は参照操作のみで使用される ID やクレジット カード番号などの機密データの暗号化が可能になります。

Transparent Data Encryption (TDE) は、データベース システムやクラウド サービスのプロバイダーに開示されることのな

いキーを使って、テーブル内の個々の列を選択的に暗号化することにより、保管中、転送中、使用中のデータに適用され

ます。 



ミッション クリティカルな機能のコストの比較 
 

組織はテクノロジの世界で、ベンダーが "ミッション クリティカル" の意味を直感的に理解し、使いやすくコスト効果の高いソ 

リューションを提供できることを期待しています。Microsoft は、このような期待に対して、データベース テクノロジに組み込ま

れたエンタープライズクラスのツールと機能を提供することによって応えています。追加コストを伴うアドオンを購入する必要は

ありません。SQL Server は、動的に変化するデジタルの世界で、競争に勝ち残るために組織で必要とされているミッション 

クリティカルな機能を提供します。このホワイト ペーパーで紹介した機能はすべて、SQL Server Enterprise Edition に含

まれています。有償のオプションを伴うことなく、最新の完全なデータベース ソリューションを提供します。 

基盤に対する期待 

多くのレガシ ベンダーは、プレミアム エディションの製品で提供する機能を制限し、ミッション クリティカルな要件は追加オプ

ションや機能パックで提供しています。追加オプションの例としては、セキュリティ機能、高可用性、パフォーマンス、空間機

能などがあります。組織は進化しており、ベンダーにとって、エンタープライズ クラスのセキュリティ機能、可用性、パフォーマン

ス、複雑なデータ型のサポートなどを提供することは必須条件となっています。 

家を購入する場合、屋根、窓、ドアが含まれているのと同様に、エンタープライズ クラスのデータベースには、可用性、 

パフォーマンス、およびセキュリティ機能が組み込まれていることが求められています。図 11 に、Microsoft SQL Server  

と Oracle Database の 2 つの類似したデータベース ソリューションの違いについて、同様の状態にするためにオプションを

追加した場合の予算的な影響を示します。 

図 11: SQL Server と Oracle Database の比較 
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オプションの理解 

表 1 に、ミッション クリティカルなニーズを満たすために、主要なデータベース管理システム (DBMS) のベンダーが提供して

いるオプションを示します。これまではオプションだった機能も、ミッション クリティカルな運用での新しい標準を満たすために

は、多くの場合必須となります。オプションまたは機能パックを追加してミッション クリティカルなニーズに対応した場合に、 

データベース ソリューションの合計コストが大きく変化することがわかります。 

表 1: Microsoft と Oracle が提供するミッション クリティカル ソリューションの比較 

 Microsoft SQL Server Oracle Database  

(一部のオプションのみ表示) 

Enterprise Edition 基本 

ライセンス (1 年間のサポート

を含む) 

27,496 ドル 95,000 ドル 

データの可用性 含まれる 11,500 ドル (Active Data Guard) 

合計 23,000 ドル 

パフォーマンスおよび拡張 含まれる 11,500 ドル (Advanced Compression) 

23,000 ドル (Database In-Memory) 

11,500 ドル (Partitioning) 

11,500 ドル (Real Application Testing) 

7,500 ドル (Diagnostics Pack) 

5,000 ドル (Tuning Pack) 

合計 140,000 ドル 

エンタープライズ セキュリティ 含まれる 

無料ダウンロード 

15,000 ドル (Advanced Security) 

11,500 ドル (Label Security) 

合計 53,000 ドル 

組み込みのデータ 含まれる 17,500 ドル (Spatial and Graph) 

合計 35,000 ドル 

合計コスト 27,496 ドル 346,000 ドル 

注: Microsoft の価格は参考価格に基づいています。Microsoft および Oracle のすべての価格は、米国におけるプロセッサ (クアッド コア Intel Xeon プ

ロセッサ) あたりのデータベース価格 (米ドル) です。価格はベンダーの Web サイトで提供されている情報に基づいたものです。Oracle の価格は、Oracle 

Technology Global Price List (2015 年 4 月 9 日版) に基づきます。 
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ミッション クリティカルなデータベース機能に加えて、SQL Server Enterprise には、データ統合、データ管理、データ ウェア

ハウス、データ クレンジング、およびエンド ツー エンドのビジネス インテリジェンスに関する幅広い機能が含まれています。

Gartner 社の『Magic Quadrant for Data Warehouse and Data Management Solutions for Analytics』 による

と、Microsoft は、インメモリ列ストア テクノ 

ロジなどの製品イノベーションを提供することによってエンタープライズ データ ウェアハウス プラットフォームを企業に提供してい

るリーダー企業として位置付けられています。さらに、Gartner 社の『Magic Quadrant for Business Intelligence and 

Analytics Platforms』3 では、Microsoft は、組織が広範なエンド ユーザーのインサイトや生産性を実現できるよう支援

するリーダー企業として位置付けられています。また、スタンドアロンでも、Microsoft SharePoint との組み合わせでも機能

する、管理されたセルフ サービスのビジネス インテリジェンス ツールによる IT 管理とのバランスも評価されています。

SQL Server は、これらの業界をリードするビジネス インテリジェンス機能へのアクセスを提供します。有償のアドオンは不要

です。SQL Server では、ビジネス インテリジェンス ツールが Enterprise 基本ライセンスに組み込まれており、新しい 

Business Intelligence Edition でも提供されています。組織は、組み込みのデータの統合、管理、およびクレンジング  

ツールによって、さらにコストを削減することもできます。これらのツールを使用すると、データ品質マネージャーは、

SQL Server Integration Services、Master Data Management、および Data Quality Services でデータを簡単に

クレンジングおよび管理できます。他のベンダーが提供する同様のビジネス インテリジェンスおよびデータ管理ツールの場合、

数十万ドルの追加コストが発生することがあります。 

  

                                                      
3 Gartner 社、『Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms』、2015 年 2 月 
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まとめ 

真のエンタープライズ クラスの可用性、パフォーマンス、およびセキュリティ機能が組み込まれた SQL Server は、ミッション 

クリティカルな運用に新しい標準をもたらします。統合された高可用性ソリューションによって、高速なフェールオーバーと信

頼性の高いバックアップを実現します。このフェールオーバーとバックアップは、簡単に構成、保守、および監視することができ

るため、組織は総保有コスト (TCO) を削減できます。また、SQL Server は、複雑なクエリ、データ統合、および分析を

始めとするさまざまなサーバー アクティビティで予測可能なパフォーマンスを提供するため、ミッション クリティカルなパフォーマ

ンスと拡張も実現します。SQL Server はセキュリティ標準に合わせて設計されているため、外部からアクセス可能な要素

が最小限に抑えられており、データベース ソフトウェアが本質的によりセキュアになっています。強化されたセキュリティと、 

使いやすい組み込みのツールおよび制御されたデータ アクセスを組み合わせることで、組織は厳密なコンプライアンス  

ポリシーに対応することができます。SQL Server は複雑なデータ型や新しいデータ ソースをサポートしており、これらを従

来のものと同様に処理するため、組織はさまざまなプラットフォームや異種環境をシームレスにサポートできるようになりま

す。最後に、SQL Server は、低い TCO でミッション クリティカルな機能を提供しています。また、包括的なエンター 

プライズ機能が有償のアドオンではなく、ソリューションに組み込まれています。最終的に、組織は進化するデジタルの 

世界の需要を満たしながら、コストを抑えてコンプライアンス要件を管理することができる包括的な統合ソリューションを 

活用できます。 

その他の情報 

このホワイト ペーパーに含まれるトピックの詳細については、SQL Server の Web サイト

(http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-2016/) をご覧ください。 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-2016/

