
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQL Server 2008 自習書シリーズ No.18 

データ パーテゖション入門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published: 2008 年 5 月 25 日 

改訂版: 2008 年 10 月 27 日 

有限会社エスキューエル・クオリテゖ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この文章に含まれる情報は、公表の日付の時点での Microsoft Corporation の考え方を表しています。市場の変化に応える必要があるた

め、Microsoft は記載されている内容を約束しているわけではありません。この文書の内容は印刷後も正しいとは保障できません。この文章

は情報の提供のみを目的としています。 

Microsoft、SQL Server、Visual Studio、Windows、Windows XP、Windows Server、Windows Vistaは Microsoft Corporation の米国

およびその他の国における登録商標です。 

その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

© Copyright 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. 



 

 

目次 

SSTTEEPP  11.. デデーータタ  パパーーテテゖゖシショョンンのの概概要要  とと自自習習書書をを試試すす環環境境ににつついいてて ......................................... 4 

1.1 データ パーテゖションの概要 .................................................................................. 5 

1.2 自習書を試す環境について ...................................................................................... 7 

SSTTEEPP  22.. デデーータタ  パパーーテテゖゖシショョンン  のの設設定定手手順順 ........................................................................ 8 

2.1 データ パーテゖション作成の流れ ............................................................................ 9 

2.2 手順 2 フゔル グループの作成 ...........................................................................10 

2.3 手順 3 パーテゖション関数の作成 ..........................................................................12 

2.4 手順 4 パーテゖション構成の作成 ..........................................................................14 

2.5 手順 5 テーブルの作成 ........................................................................................15 

SSTTEEPP  33.. デデーータタ  パパーーテテゖゖシショョンン  のの動動作作確確認認 .......................................................................18 

3.1 パーテゖション ンデックスの作成 ........................................................................19 

3.2 ンデックスの再構築と再編成 ...............................................................................21 

3.3 パーテゖションのデータ圧縮 ..................................................................................22 

SSTTEEPP  44.. ススララデデゖゖンンググ  ウウンンドドウウ  ののシシナナリリオオ .................................................................23 

4.1 パーテゖションの SWITH とスラデゖング ウンドウ ..............................................24 

4.2 スラデゖング ウンドウの実装手順......................................................................27 

4.3 パーテゖションのスッチ： SWITCH .....................................................................34 

4.4 古いパーテゖションの MERGE ...............................................................................39 

4.5 MERGE の注意点 ................................................................................................43 

4.6 SWITCH 操作の条件............................................................................................46 

SSTTEEPP  55.. 一一部部ののデデーータタ  フフゔゔルル破破損損時時のの  復復旧旧手手順順 ..............................................................48 

5.1 一部のデータ フゔル破損時の復旧 ........................................................................49 

5.2 参考情報： パーテゖション ウゖザード ....................................................................60 

 

  



 

 

SSTTEEPP  11..  デデーータタ  パパーーテテゖゖシショョンンのの概概要要  

とと自自習習書書をを試試すす環環境境ににつついいてて  

この STEP では、データ パーテゖションの概要と自習書を試す環境について説明

します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 データ パーテゖションの概要 

 自習書を試す環境について 

 サンプル スクリプトについて 

 

 



 

 

1.1 データ パーティションの概要 

 データ パーティションの概要 

データ パーテゖションは、データの範囲によってデータの格納場所（パーテゖション）を分割す

ることができる、SQL Server 2005 から提供された機能です。データ パーテゖションは、パフ

ォーマンスとスケーラビリテゖの向上、運用管理性の向上に大変役立ち、特に大規模データベース

環境では、欠かせない機能です。 

データ パーテゖションの典型的な利用方法は、次のように日付の範囲（年ごとや四半期ごとなど）

でデータの格納場所（フゔル）を分割するというものです。 

 

このようにデータを日付で分割しておけば、「不要になった古いパーティションの削除」や「新し

いパーティションへの大量データ挿入（バッチ挿入）」などのパフォーマンスを大幅に向上させる

ことができます。 

また、データ パーテゖションは、「インデックスの再構築と再編成」、「バックアップと復元」、「デ

ータ圧縮」をパーテゖション単位で実行できることも大きなメリットです。ンデックスの再構築

は、再構築の実行中は、ユーザーゕクセスがブロックされるので、テーブル全体をまとめて再構築

するよりも、パーテゖション単位で再構築したほうが、ブロックを局所化することができます。ま

た、古いパーテゖションは、データの追加や更新がされない場合が多いので、そういったパーテゖ

ションに対しては、ンデックスを再構築しなくて済みます。その分、テーブル全体を再構築する

よりも、再構築時間を大幅に短縮することができます。 

データ圧縮は、SQL Server 2008 からの新機能ですが、これを利用すると、利用頻度の少ない古

いパーテゖションのデータを圧縮しておくことで、デゖスク コストを大幅に削減することができ

ます（データ圧縮は、データの特性にもよりますが、4～10 倍程度の圧縮率を実現できます）。 
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また、パーテゖションを複数のフゔル グループおよびデータ フゔル（.ndf）で構成しておけ

ば、一部のデータ ファイルが破損してもそのまま稼動させることが可能です。さらに、パーテゖ

ション単位でバックゕップしていたフゔルを利用して、破損したパーテゖションのみを復元する

だけで、完全復旧させることができます。 

以上の機能は、Step 2 以降で、1 つ 1 つ実際に試しながら説明しますので、ぜひチャレンジして

みてください。 

なお、データ パーテゖション機能は、Oracle Database での「レンジ パーテゖション」に相当

する機能です。 

 SQL Server 2008 からの新機能 

SQL Server 2008 では、データ パーテゖションの新機能として、次のものが追加されました。 

 パーテゖションのパラレル処理によるパフォーマンスの大幅な向上 

 パーテゖション単位でのデータ圧縮 

 パーテゖションに関連付けられたンデックス付きビュー 

 パーテゖション単位でのロック エスカレーション 

 パーテゖション ウゖザードによる GUI からの設定 

このように、データ パーテゖションには、多くの機能があり、SQL Server 2008 でさらにパワ

ーゕップ（特にパフォーマンスが向上）しています。大規模データベース環境では、必須とも言え

る機能で、筆者自身も、データベース サズが 9TB（テラ バト）のシステムを設計する際に

データ パーテゖションを採用して（年ごとにパーテゖションを分割して）、パフォーマンスを大き

く向上させたことがあります。皆さんも、ぜひ活用していただければと思います。 

 



 

 

1.2 自習書を試す環境について 

 必要な環境 

この自習書で実習を行うために必要な環境は次のとおりです。 

 

OS 

Windows Server 2003 SP2（Service Pack 2） 以降 または 

Windows XP Professional SP2 以降 または 

Windows Vista または 

Windows Server 2008  

 

ソフトウェア 

SQL Server 2008 Enterprise / Developer / Standard / Workgroup Edition 

この自習書内での画面やテキストは、OS に Windows Server 2003 SP2、ソフトウェゕに 

SQL Server 2008 Enterprise Edition を利用して記述しています。 

 

 

  



 

 

SSTTEEPP  22..  デデーータタ  パパーーテテゖゖシショョンン  

のの設設定定手手順順  

この STEP では、データ パーテゖションの設定手順について説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 データ パーテゖション作成の流れ 

 データ パーテゖションの設定手順 

 

 

 



 

 

2.1 データ パーティション作成の流れ 

 データ パーティション作成の流れ 

データ パーテゖションを作成する手順は、次のとおりです。 

1. パーテゖションの事前計画 

2. 1 つまたは複数のファイル グループの作成 

3. パーティション関数（PARTITION FUNCTION）の作成 

4. パーティション構成（PARTITION SCHEME）の作成 

5. パーテゖション構成を指定してテーブルの作成 

以降では、これらの手順を 1 つずつ説明します。 

 

 手順 1 パーティションの事前計画 

データ パーテゖションを作成するには、まず最初に次の項目を計画しておく必要があります。 

 パーテゖション キー列の決定（どの列でデータを分割するのかを決定） 

 境界値の決定（年ごとや四半期ごとなど、パーテゖションを分割する単位の決定） 

 パーテゖション数の計画（古いデータのゕーカブ計画） 

 ストレージ（フゔル グループ）配置とンデックス配置の計画 

この Step では、一番多く利用されている実装の、パーテゖション キー列へ「日付」、境界値を「年

ごと」へ設定したパーテゖションを作成する手順を説明します。パーテゖション数は、操作を試し

やすくするために「2005～2008 年の 4 年分」、ストレージ（フゔル グループ）は同じドラ

ブへ配置することとします。 

 



 

 

2.2 手順 2 ファイル グループの作成 

 ファイル グループの作成 

次の手順は、フゔル グループの作成です。データ パーテゖションは、1 つのフゔル グルー

プ内（既定の PRIMARY フゔル グループ内）へ作成することも可能ですが、複数のフゔル グ

ループへ分散して格納しておくことで、運用管理性を向上させることができます。たとえば、フゔ

ル グループ単位でのバックゕップ / リストゕが実行できるようになったり、フゔル グルー

プを分けておくことで、一部のフゔル グループに破損が発生してもそのまま稼動させられるこ

とができ、かつ破損したフゔル グループのみを復元するだけで完全復旧が可能になる、などの

メリットが得られます（これらは Step 5 で説明します）。 

 Let's Try 

それでは、フゔル グループを作成してみましょう。ここでは、「pTestDB」という名前のデー

タベースを 5 つのフゔル グループで作成します。フゔル グループの名前は PRIMARY、fg1、

fg2、fg3、fg4 とします。 

1. まずは、SQL Server Management Studio を起動します 

2. 起動後、クエリ エデゖタを開き、次のように CREATE DATABASE ステートメントを実行

して、データベースを作成します（完成版のスクリプトは、サンプル スクリプト フォルダの

「Step2_CreatePartition.sql」フゔルへ記載しているので、入力が面倒な方は、それを

コピーして実行してください）。 

USE master 

go 

-- データベースの作成 

CREATE DATABASE pTestDB 

ON PRIMARY  

  (  NAME = N'pTestDB' 

   , FILENAME = N'C:\pTestDB.mdf', SIZE = 5MB),  

FILEGROUP fg1  

  (  NAME = N'fg1' 

   , FILENAME = N'C:\fg1.ndf', SIZE = 5MB),  

FILEGROUP fg2  

  (  NAME = N'fg2' 

   , FILENAME = N'C:\fg2.ndf', SIZE = 5MB),  

FILEGROUP fg3  

  (  NAME = N'fg3' 

   , FILENAME = N'C:\fg3.ndf', SIZE = 5MB),  

FILEGROUP fg4  

  (  NAME = N'fg4' 

   , FILENAME = N'C:\fg4.ndf', SIZE = 5MB) 

LOG ON  

  (  NAME = N'pTestDB_log' 

   , FILENAME = N'C:\pTestDB_log.LDF', SIZE = 5MB) 



 

 

3. 作成後、オブジェクト エクスプローラで［データベース］フォルダを右クリックして［最新

の情報に更新］をクリックして、作成したデータベースを確認します。 

 

4. 次に、「pTestDB」データベースを右クリックして、［プロパティ］をクリックし、データベ

ースのプロパテゖを確認します。 

 

［ファイル］ページを参照すると、5 つのフゔル グループ（PRIMARY と fg1～fg4）が作

成されていることを確認できます。 

以降の手順では、fg1～fg4 の 4 つのフゔル グループへ「2005～2008 年の 4 年分」の

データを格納できるようにパーテゖション関数とパーテゖション構成を作成していきます。 

 

1 

1 

2

3 



 

 

2.3 手順 3 パーティション関数の作成 

 パーティション関数の作成 

次の手順は、「パーティション関数」（PARTITION FUNCTION）の作成です。パーテゖション関数

は、パーテゖションを分割する際の境界（Boundary）となるものです。作成には、「CREATE 

PARTITION FUNCTION」ステートメントを次のように利用します。 

USE データベース名 

go 

CREATE PARTITION FUNCTION 名前（データ型） 

 AS RANGE [ RIGHT | LEFT ] FOR VALUES（ 境界 1, 境界 2, 境界 3） 

 

データ型には、パーテゖションを分割するキーのデータ型を指定し、RANGE（範囲）には、RIGHT 

または LEFT を指定します。両者の違いは、次のとおりです。 

 

境界値は、パーテゖションの区切りになり、RIGHT を指定した場合は、右側のパーテゖションへ

境界値を含み、LEFT を指定した場合は、左側のパーテゖションへ境界値を含みます。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。ここでは、「2005～2008 年の 4 年分」のデータを格納す

るために、3 つの境界を RIGHT を指定して作成します。 

1. パーテゖション関数の名前は、任意に設定し（pFunc1 など）、データ型には、日付を格納で

きる「datetime」型を指定します。 

x <= 境界1 境界1 < x <= 境界2

パーティション 4

RANGE LEFT (境界1, 境界2, 境界3)

パーティション 3パーティション 2パーティション 1

境界2 < x <= 境界3 境界3 <= x

境界1 境界2 境界3

x < 境界1 境界1 <= x < 境界2

パーティション 4

RANGE RIGHT (境界1, 境界2, 境界3)

パーティション 3パーティション 2パーティション 1

境界2 <= x < 境界3 境界3 < x

境界1 境界2 境界3

RIGHT（右）は、右側のパーティションに境界値を含む

LEFT（左）は、左側のパーティションに境界値を含む



 

 

USE pTestDB 

go 

CREATE PARTITION FUNCTION pFunc1 (datetime) 

 AS RANGE RIGHT FOR 

  VALUES ('2006/01/01', '2007/01/01', '2008/01/01') 

 

RANGE へ RIGHT を指定して、境界値へ「2006/01/01、2007/01/01、2008/01/01」

を指定しているので、次の 4 つのパーテゖション（4 年分）が作成できるようになります。 

 

Note： LEFT よりも RIGHT を推奨 

RANGE には、上の手順のように RIGHT を指定することをお勧めします。LEFT と指定した場合は、次のように

境界が構成されます。 

 

LEFT の場合は、境界値へ 1 月 1 日を指定すると、1 月 1 日が前の年のパーテゖションへ含まれてしまいます。こ

れを回避するには、境界値を「200x 年 12 月 31 日 23:59:59.997」のように、その年の最後の時刻を指定しな

ければなりません。 

また、Step 4 で説明するスラデゖング ウンドウのシナリオでは、LEFT と RIGHT で動作が異なるので（特

に MERGE と SPLIT 時のフゔル グループの動作が異なるので）、RIGHT を利用することをお勧めします。 

 

 

2006/1/1 2007/1/1 2008/1/1

x < 2006/1/1 2006/1/1 <=
x < 2007/1/1

パーティション 4
2008年

RANGE RIGHT ('2006/01/01', '2007/01/01', '2008/01/01')

パーティション 3
2007年

パーティション 2
2006年

パーティション 1
2005年

2008/1/1 < x2007/1/1 <=
x < 2008/1/1

RANGE LEFT ('2006/01/01', '2007/01/01', '2008/01/01')

x <= 2006/1/1 2006/1/1 <
x <= 2007/1/1

2008/1/1 <= x2007/1/1 <
x <= 2008/1/1

パーティション 4
2008年

パーティション 3
2007年

パーティション 2
2006年

パーティション 1
2005年

2006/1/1 含む 2006/1/1 がない

2007/1/1 含む

2007/1/1 がない

2008/1/1 含む

2008/1/1 がない

2006/1/1 2007/1/1 2008/1/1



 

 

2.4 手順 4 パーティション構成の作成 

 パーティション構成の作成 

パーテゖション関数の作成後は、「パーティション構成」（PARTITION SCHEME）を作成します。

パーテゖション構成は、パーテゖション関数によって分割された RANGE（パーテゖション）とフ

ゔル グループをマッピングするためのものです。パーテゖション構成を作成するには、

「CREATE PARTITION SCHEME」ステートメントを次のように利用します。 

USE データベース名 

go 

CREATE PARTITION SCHEME 名前 

 AS PARTITION パーティション関数名 

  TO ( フィルグループ 1, ファイルグループ 2, … ) 

 

フゔル グループの指定は、パーテゖション関数で作成するパーテゖションの数分を指定する必

要があり、たとえば、境界値が 3 つ（パーテゖションが 4 つ）の場合は、4 つのフゔル グルー

プを指定する必要があります。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. パーテゖション構成の名前は、任意に設定し（pScheme1 など）、パーテゖション関数には、

前の手順で作成した「pFunc1」を指定します。 

USE pTestDB 

go 

CREATE PARTITION SCHEME pScheme1 

 AS PARTITION pFunc1 

  TO (fg1, fg2, fg3, fg4) 

 

pFunc1 では、境界値を 3 つ（パーテゖションが 4 つ）へ設定しているので、次のようにフ

ゔル グループとマッピングされます。 

 

ファイル グループ

fg1

ファイル グループ

fg2

ファイル グループ

fg3

ファイル グループ

fg4

2006/1/1 2007/1/1 2008/1/1

x < 2006/1/1 2006/1/1 <=
x < 2007/1/1

パーティション 4
2008年

パーティション 3
2007年

パーティション 2
2006年

パーティション 1
2005年

2008/1/1 < x2007/1/1 <=
x < 2008/1/1



 

 

2.5 手順 5 テーブルの作成 

 テーブルの作成 

次の作業は、テーブルの作成です。テーブルをデータ パーテゖション化するには、CREATE TABLE 

ステートメントの実行時に、ON 句を利用して、利用するパーテゖション構成を指定します。これ

は次のように記述します。 

CREATE TABLE テーブル名 

(  列名 データ型 

  ,列名 データ型 , … ) 

 ON パーティション構成名（ パーティションキー列 ） 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 前の手順で作成したパーテゖション構成「pScheme1」を指定して、「t1」という名前のテー

ブルを作成し、「col1」列をパーテゖション キー列へ設定してみましょう。 

USE pTestDB 

CREATE TABLE t1 

(  id int IDENTITY(1,1) NOT NULL 

  ,col1 datetime 

) ON pScheme1(col1) 

 

このようにパーテゖション構成を指定してテーブルを作成することで、パーテゖション関数で

設定された 4 つのパーテゖションへデータを格納できるようになります。 

2. 次に、オブジェクト エクスプローラを利用して、作成したテーブルのプロパテゖを開いてみ

ましょう。 

 

1 

「ストレージ」
をクリック

2 使用しているパーテゖション
構成の名前とパーテゖション

数などを確認できる

3



 

 

 データの追加 

3. 次に、テーブルへデータを追加してみましょう。 

INSERT INTO t1 

  VALUES ('2005/10/15') 

 ,('2006/01/01') 

 ,('2006/05/22') 

 ,('2006/12/31') 

 ,('2007/01/01') 

 ,('2007/12/31') 

 ,('2008/01/01') 

 

 $PARTITION： どのパーティションへ格納されたかを確認 

テーブルへ追加したデータがどのパーテゖションへ格納されたかどうかを確認するには、

「$PARTITION」という特殊のキーワードを利用します。これは、次のように利用します。 

$PARTITION.パーティション関数名 (値) 

 

ドット（.）に続けてパーテゖション関数を指定し、値を与えると、その値がどのパーテゖション

に格納されるかを、パーテゖション番号（左のパーテゖションから 1 から始まる連番）で返すこ

とできます。では、これを試してみましょう。 

4. 次のように「$PARTITION.pFunc1(col1)」と利用して、col1 列へ追加したデータがどの

パーテゖションへ格納されたかを確認してみましょう。 

SELECT *, $PARTITION.pFunc1(col1) As [パーティション番号] 

FROM t1 

 

 

2005 年のデータがパーテゖション「1」へ、2006 年が「2」、2007 年が「3」、2008 年が「4」

へ格納されていることを確認できます。 

5. 次に、$PARTITION の結果を GROUP BY 句によってグループ化して、各パーテゖション

内のデータ件数を確認してみましょう。 



 

 

SELECT    $PARTITION.pFunc1(col1) As [パーティション番号] 

 ,COUNT(*) As [行数] 

FROM t1 

GROUP BY $PARTITION.pFunc1(col1) 

 

 

このようにデータ パーテゖションでは、$PARTITION キーワードを利用することで、データ

がどのパーテゖションへ格納されたかを確認したり、パーテゖション内のデータ件数を調べら

れるようになります。 

 

 

  



 

 

SSTTEEPP  33..  デデーータタ  パパーーテテゖゖシショョンン  

のの動動作作確確認認  

この STEP では、データ パーテゖションに対してンデックスを作成したり、

ンデックスの再構築を実行したり、いくつかの動作確認を行ってみましょう。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 パーテゖション ンデックスの作成 

 ンデックスの再構築と再編成 

 パーテゖションのデータ圧縮 

 

 



 

 

3.1 パーティション インデックスの作成 

 パーティション インデックスの作成 

データ パーテゖションでは、ンデックスをパーテゖション化することもできます。これは、テ

ーブルの作成時と同様、ンデックスの作成時（CREATE INDEX ステートメント実行時）に、ON 

句でパーテゖション構成を指定するだけで完了します。 

CREATE CLUSTERED INDEX インデックス名 

  ON テーブル名 (列名) 

    ON パーティション構成名（ パーティションキー列 ） 

 

これにより、テーブル データとンデックスを 1 対 1 で対応させることができます。 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、パーテゖション ンデックスを作成していない場合のデータ検索を行ってみます。

Management Studio の［クエリ］メニューで［実際の実行プランを含める］をクリックし

てから、次の検索を実行します。 

SELECT * FROM t1 

  WHERE col1 = '2006/12/31' 

 

 

結果は、Table Scan が発生していることを確認できます。 

2. 次に、パーテゖション ンデックスを作成します。 

CREATE CLUSTERED INDEX index_col1 

  ON t1 (col1) 

    ON pScheme1 (col1) 

 

パーテゖション
ンデックス

パーテゖション
テーブル

↓

1 

Table Scan



 

 

3. 作成後は、もう一度同じ検索を実行します。 

SELECT * FROM t1 

  WHERE col1 = '2006/12/31' 

 

 

今度は、Clustered Index Seek へ変わって、ンデックスが利用されたことを確認できます。 

 

Clustered Index Seek



 

 

3.2 インデックスの再構築と再編成 

 インデックスの再構築と再編成 

パーテゖション ンデックスは、パーテゖション単位で「インデックスの再構築」（REBUILD）

と「インデックスの再編成」（REORGANIZE）を実行することができます。これは、ALTER INDEX

ステートメントを次のように利用します。 

ALTER INDEX インデックス名 

  ON テーブル名 

   { REBUILD | REORGANIZE } PARTITION = パーティション番号 

 

SQL Server 2000 以前のコマンド「DBCC DBREINDEX」（再構築）と「DBCC INDEXDEFRAG」

（再編成）は、パーテゖション機能に対応していないので、パーテゖション単位で再構築または再

編成を実行したい場合には、必ず ALTER INDEX ステートメントを利用しなければなりません。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、パーテゖション番号「2」のンデックスを再構築（REBUILD）してみましょう。 

ALTER INDEX index_col1 

  ON t1 

    REBUILD PARTITION = 2 

 

 

「コマンドは正常に完了しました」と表示されれば、再構築が完了しています。 

2. 次に、パーテゖション番号「3」のンデックスを再編成（REORGANIZE）してみましょう。 

ALTER INDEX index_col1 

  ON t1 

    REORGANIZE PARTITION = 3 

 

このようにデータ パーテゖションでは、パーテゖション単位でンデックスの再構築および

再編成が行えるのが大きなメリットです。 

 



 

 

3.3 パーティションのデータ圧縮 

 パーティションのデータ圧縮 

データ圧縮（Data Compression）は、SQL Server 2008 からの新機能で、その名のとおり、デ

ータを圧縮できる機能です。データ圧縮は、パーテゖション単位で行うことができます。データ圧

縮を行うには、ALTER TABLE ステートメントを次のように利用します。 

ALTER TABLE テーブル名 

 REBUILD PARTITION = パーティション番号 

  WITH ( DATA_COMPRESSION = ROW | PAGE | NONE ) 

 

REBUILD PARTITION に続けて、パーテゖション番号を指定し、DATA_COMPRESSION= では、

データ圧縮の種類（ROW は行単位の圧縮、PAGE はページ単位の圧縮、NONE は圧縮なし）を

指定します。データ圧縮については、本自習書シリーズの「No.1 新機能をチ早く試してみよう」

で詳しく説明しています。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. パーテゖション番号「1」に対して、データ圧縮（行圧縮）を実行してみましょう。 

ALTER TABLE t1 

 REBUILD PARTITION = 1 

  WITH ( DATA_COMPRESSION = ROW ) 

 

 

「コマンドは正常に完了しました」と表示されれば、データ圧縮が完了しています。 

このように、データ パーテゖションでは、パーテゖション単位でデータ圧縮が行えるのも大

きなメリットです。古いパーテゖションなど、利用頻度の低いデータを圧縮しておけば、デゖ

スク コストを大きく削減することができます（データ圧縮機能は、データの特性にもよりま

すが、4～10 倍程度の圧縮率が実現できます）。 

 

  



 

 

SSTTEEPP  44..  ススララデデゖゖンンググ  ウウンンドドウウ  

ののシシナナリリオオ  

この STEP では、データ パーテゖションの一番のメリットである「SWITCH」機

能を利用したデータの削除と、古いパーテゖションを定期的にゕーカブ テーブ

ルへ保管するシナリオである「スライディング ウィンドウ」を実装する手順につ

いて説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 パーテゖションの SWITCH 

 スラデゖング ウンドウの設定手順 

 SPLIT による新しいパーテゖションの作成 

 MERGE による古いパーテゖションのマージ 

 MERGE の注意点 

 SWITCH 操作の条件 

 

 



 

 

4.1 パーティションの SWITH とスライディング ウインドウ 

 パーティションの SWITCH 

データ パーテゖションの一番のメリットは、不要になったパーテゖションを簡単に切り離せる点

にあります。この操作は、「パーティションの SWITCH」（パーテゖションの切り替え）と呼ばれ

ます。SWITCH によるデータ移動は、内部的なポンタ変更のみで完了するので、SELECT INTO 

操作などのように物理的なデータ移動は発生しません。したがって、SWITCH 操作は瞬間的に完

了します。 

 古いデータをアーカイブへ移動する「スライディング ウインドウ」シナリオ 

SWITCH 機能を利用すれば、古いデータ（パーテゖション）を定期的にゕーカブ テーブルへ移

動させることが簡単に行えます。これは、「スライディング ウインドウ」（Sliding Window）と呼

ばれ、たとえば、稼動テーブルを 5 つのパーテゖションとして、古いパーテゖションはゕーカ

ブ テーブルへ移動（SWITCH）していくというシナリオであれば、次のようになります。 

 

このようにデータ パーテゖションでは、不要になったパーテゖションを簡単に切り離せる

（SWITCH できる）のが一番のメリットです。データ パーテゖションは、データ削除時の大幅な

パフォーマンスの向上と運用管理性の向上に大きく貢献します。 

 データ削除時のパフォーマンス向上について 

データ削除時のパフォーマンス向上については、データ パーテゖションを利用していない場合の

内部動作を考えると、理解しやすいと思います。次の図は、データ パーテゖションを利用してい

ない場合に、データを削除したときの様子です。 

稼動テーブル

# 1

アーカイブ テーブル

# 2 # 3

# 1 # 2 ･･･

# 4 # 5

# 2 # 3 # 4 # 5 # 6

# 3 # 4 # 5 # 6 # 7

新しい
パーテゖション

新しい
パーテゖション

古いパーテゖションは
ゕーカブ テーブル

へ移動（保管）



 

 

 

この図は、売上データの過去 4 年分を保存して（稼動テーブルを 4 年分として）、4 年以上経過し

たデータ（2003 年のデータ）を削除するというシナリオです。また、売上テーブルの「X」列、「Y」

列、および「日付」列には、ンデックスを作成しているとします。 

このような場合に、2003 年のデータを削除するには、内部的には該当データのンデックス内の

データも削除されることになり、また、そのすべてのデータに排他ロックがかかることに注意しな

ければなりません。たとえば、削除するデータが 10 万件だった場合には、実際のデータから 10

万件削除されるだけでなく、「X」列のンデックスからも 10 万件分、「Y」列のンデックスか

らも 10 万件分、「日付」列のンデックスからも 10 万件分のデータが削除されることになり、

合計 40 万件分のデータの削除が発生します。 

このように大量のデータ削除が発生した場合は、トランザクション ログへの大量のログ書き込み

が発生し、ログ サズが大きく膨れ上がります（削除データが 40 万件なら、ログには 40 万件

+α のログ レコードが書き出されます）。これでは、トランザクション ログ（デゖスク）への大

量書き込みが発生し、トランザクションの完了に時間がかかることになります。 

また、データの削除時には、削除対象となるデータ（ンデックス内も含む）に排他ロックをかけ

る必要があるので、大量のロックが獲得されることにもなります。削除対象が 40 万件なら 40 万

件+α の排他ロック（行単位のロックの場合）が獲得されます。しかも、この排他ロックは、40

万件分すべてのデータの削除が完了するまでは解放されません。排他ロックの獲得数が多い場合に

は、ロック エスカレーションが発生して、テーブル全体が排他ロックされる可能性もあります。

これでは、同時実行されるトランザクションは、データの削除が完了するまで、ゕクセスできない

（ロック待ちの状態）となってしまいます。 

このようにデータ パーテゖションを利用しない場合の大量のデータ削除は、パフォーマンスが著

しく低下する可能性があります。なお、SQL Server 2000 までは、こういった状況を回避する方

法として、サポート技術情報（KB: Knowledge Base）の文書番号 323630「SQL Server でロ

ックのエスカレーションが原因で発生するブロッキングの問題を解決する」を提供しています。こ

の KB では、次のように DELETE ステートメントによる削除データ（影響となる行数）を SET 

ROWCOUNT ステートメントによって制限し、ロック数を減らす方法を紹介しています。 

X Y Z 日付

： ： ： 2007-01-01

： ： ： 2007-03-02

： ： ： 2007-03-10

： ： ： 2007-08-13

： ： ： 2006-01-01

： ： ： 2006-02-01

： ： ： 2006-05-02

： ： ： 2006-11-03

： ： ： 2006-12-04

:

： ： ： 2003-03-06

： ： ： 2003-03-06

： ： ： 2003-03-07

： ： ： 2003-03-08

： ： ： ：

： ： ： ：

売上テーブル
X 列のンデックス

Y 列のンデックス

日付列のンデックス

排他ロック

各ンデックス内
の該当データ行
も削除される

2003 年分のデータ
を削除したい

データ パーティションを利用しない場合のデータの削除時の内部動作



 

 

-- 5000件ずつデータを削除 

SET ROWCOUNT 5000 

    DELETE FROM t1 WHERE 削除条件 

WHILE（@@ROWCOUNT > 0） 

    DELETE FROM t1 WHERE 削除条件 

SET ROWCOUNT 0 

 

しかしこの方法では、データを少しずつ削除するので、削除に時間がかかってしまうという問題と、

運用管理が複雑になってしまうというデメリットがあります（獲得するロック数を減らすことで同

時実行トランザクションのパフォーマンスは向上するので、全体としてのスループットは向上しま

す）。 

この問題は、データ パーテゖションを利用すれば解決できるので、SQL Server 2005 以降のバ

ージョンを利用している場合は、データ パーテゖション機能を利用することをお勧めします。デ

ータ パーテゖションであれば、削除したいパーテゖションを切り離す（SWITCH する）だけで、

削除は一瞬で完了します。 

 



 

 

4.2 スライディング ウインドウの実装手順 

 スライディング ウインドウの実装手順 

次に、「スラデゖング ウンドウ」の実装手順を試してみましょう。 

スラデゖング ウンドウを実装する、おおまかな流れは、次のとおりです。 

 稼動テーブルとまったく同じ範囲のパーティション関数とパーティション構成を作成し、ゕー

カブ テーブルへ適用します（SWTICH 操作は、同じフゔル グループ内でのみ有効にな

るので、これを行っておく必要があります）。 

Note： 1 つのファイル グループのみでパーティションを実装する場合 

複数のフゔル グループを作成せずに、1 つのフゔル グループのみでパーテゖションを実装する場合は、同

じ範囲のパーテゖション関数を作成する必要はありません。しかし、1 つのフゔル グループのみで実装する場

合は、パーテゖション単位でのバックゕップや、一部のデータ フゔル破損時のデータ復旧（Step 5 で説明）

などを実現できないので、複数のフゔル グループでパーテゖションを実装することをお勧めします。 

 

 稼動テーブルと同じパーティション インデックスを、ゕーカブ テーブル側へも作成します。 

 稼働テーブルと同じデータ圧縮の設定を、ゕーカブ テーブル側へも設定します。 

 稼動テーブルへ新しいパーテゖションを追加するときは、次の手順で行います（この作業は、

ゕーカブ テーブルに対しても同様に行います）。 

1. フゔル グループの追加 

2. パーテゖション構成の変更（NEXT USED フゔル グループの指定） 

3. パーテゖション関数（境界値）の追加（SPLIT RANGE によるパーテゖション分割） 

 パーテゖションの移動には ALTER TABLE .. SWITCH ステートメントを利用します。構文

は、次のとおりです。 

ALTER TABLE 稼動テーブル 

 SWITCH PARTITION n TO アーカイブテーブル PARTITION n 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。ここでは、前の Step で作成した「t1」テーブル（4 年分の

パーテゖション）を稼動テーブルとし、次のように古いパーテゖションをゕーカブ用の「t1Arch」

テーブルへ SWITCH していくシナリオとして、スラデゖング ウンドウの実装手順を試して

みましょう。 



 

 

 

 

 手順 1 アーカイブ テーブル用のパーティション関数とスキームの作成 

スラデゖング ウンドウを実装する最初の手順は、稼動テーブルとまったく同じ範囲のパーテ

ゖション関数とパーテゖション構成を、ゕーカブ テーブル用に作成することです。SWTICH 操

作は、同じフゔル グループ内でのみ有効となるので、これを行っておく必要があります。では、

これを試してみましょう。 

1. 稼働テーブル用のパーテゖション関数「pFunc1」と同じ範囲（3 つの境界値）のゕーカブ

用の「pFunc1Arch」を作成し、パーテゖション構成についても、「pScheme1」と同じよ

うに「pScheme1Arch」を作成します。 

USE pTestDB 

go 

CREATE PARTITION FUNCTION pFunc1Arch (datetime) 

 AS RANGE RIGHT FOR 

  VALUES ('2006/01/01', '2007/01/01', '2008/01/01') 

go 

CREATE PARTITION SCHEME pScheme1Arch 

 AS PARTITION pFunc1Arch 

  TO (fg1, fg2, fg3, fg4) 

go 

 

   

t1： 稼働テーブル（4年分）

# 1

t1Arch： アーカイブ テーブル

# 2 # 3

# 1 # 2 ･･･

# 4

# 2 # 3 # 4 # 5

# 3 # 4 # 5 # 6

新しいパーテゖションの追加
（2009年用）

新しいパーテゖションの追加
（2010年用）

古いパーテゖション
（2005年用）は。
ゕーカブ テーブル

へ SWITCH

2005年 2006年 2007年 2008年

2006年 2007年 2008年 2009年

2005年 2006年

2007年 2008年 2009年 2010年

SWITCH

ファイル グループ

fg1

ファイル グループ

fg2

ファイル グループ

fg3

ファイル グループ

fg4

2006/1/1 2007/1/1 2008/1/1

x < 2006/1/1 2006/1/1 <=
x < 2007/1/1

パーティション 4
2008年

パーティション 3
2007年

パーティション 2
2006年

パーティション 1
2005年

2008/1/1 < x2007/1/1 <=
x < 2008/1/1

パーテゖション関数
3つの境界

パーテゖション構成で
フゔル グループと

のマッピング



 

 

 手順 2 アーカイブ テーブルの作成 

2. 次に、前の手順で作成したパーテゖション構成「pScheme1Arch」を指定して、ゕーカブ 

テーブルを「t1Arch」という名前で作成します。ゕーカブ テーブルの名前は「t1Arch」

とします。 

CREATE TABLE t1Arch 

(  id int IDENTITY(1,1) NOT NULL 

  ,col1 datetime 

) ON pScheme1Arch(col1) 

 

 手順 3 アーカイブ テーブルへパーティション インデックスの作成 

3. 次に、稼働テーブルへ作成しているパーテゖション ンデックスと同じパーテゖション ン

デックスをゕーカブ テーブルに対しても作成します。 

CREATE CLUSTERED INDEX index_col1 

  ON t1arch (col1) 

    ON pScheme1Arch (col1) 

 

 手順 4 アーカイブ テーブル側のパーティションへデータ圧縮 

4. 稼働テーブル側でデータ圧縮を設定している場合は、ゕーカブ側のパーテゖションに対して

も、同じようにデータ圧縮を設定しておく必要があります。Step 3.3 では、パーテゖション

番号「1」に対してデータ圧縮（行圧縮）を設定していたので、同じように設定します。 

ALTER TABLE t1arch 

 REBUILD PARTITION = 1 

  WITH ( DATA_COMPRESSION = ROW ) 

 

 手順 5 新しいファイル グループの追加 

5. 次に、稼動テーブル用の新しいパーテゖション（2009 年のデータ格納用）のために、新しい

フゔル グループを「fg5」という名前で追加します。これは、ALTER DATABASE ステー

トメントを次のように実行します。 

USE master 

go 

ALTER DATABASE pTestDB 

 ADD FILEGROUP fg5 

go 

ALTER DATABASE pTestDB 

 ADD FILE (  NAME = 'fg5' 



 

 

           , FILENAME = 'C:\fg5.ndf', SIZE = 5MB) 

  TO FILEGROUP fg5 

 

 手順 6 稼動とアーカイブのパーティション構成の変更（NEXT USED の指定） 

6. 前の手順で追加したフゔル グループをパーテゖションとして使用するには、パーテゖショ

ン構成（pScheme1 と pScheme1Arch）を変更します。これは、ALTER PARTITION 

SCHEME ステートメントで NEXT USED を利用します。  

USE pTestDB 

go 

ALTER PARTITION SCHEME pScheme1 

 NEXT USED fg5 

go 

ALTER PARTITION SCHEME pScheme1Arch 

 NEXT USED fg5 

go 

 

このように NEXT USED を利用すると、パーテゖションが “次に” 使用するフゔル グル

ープを指定することができます。 

 

新しいフゔル グループは、のちのゕーカブ テーブルへの移動用としても利用するので、

ゕーカブ側のパーテゖション構成についても同様に変更しておく必要があります。 

 手順 7 稼動テーブルとアーカイブのパーティション関数へ範囲を追加（SPLIT） 

7. 次に、新しいパーテゖション（2009 年のデータ格納用）を作成するために、パーテゖション

関数へ境界を追加します。境界を追加するには、ALTER PARTITION FUNCTION ステー

トメントで、SPLIT RANGE を利用します。 

USE pTestDB 

go 

ALTER PARTITION FUNCTION pFunc1() 

 SPLIT RANGE ('2009/01/01') 

go 

稼動
テーブル

# 1 # 2 # 3 # 4 # 5

ゕーカブ
テーブル

# 1
空

# 2
空

# 3
空

# 4
空

fg1 fg2 fg3 fg4

# 5

fg5

NEXT USED fg5

次に利用するフゔ
ルグループになる

2005年 2006年 2007年 2008年



 

 

ALTER PARTITION FUNCTION pFunc1Arch() 

 SPLIT RANGE ('2009/01/01') 

go 

 

このように SPLIT RANGE を利用すると、パーテゖション関数の範囲を分割できるようにな

ります。'2009/01/01' という境界値を指定することで、パーテゖションは、次の構成（5 つ

のパーテゖション）へ変わります。 

 

 作成されたパーティション関数の名前と境界の確認 

8. SPLIT によってパーテゖションが分割されたことを確認するには、次のように 

partition_functions と partition_range_values カタログ ビューを JOIN します。 

USE pTestDB 

go 

SELECT f.name, r.value, * 

FROM sys.partition_range_values r 

    INNER JOIN sys.partition_functions f 

      ON r.function_id = f.function_id 

 

 

パーテゖション関数の名前と境界値を取得できたことを確認できます。 

稼動
テーブル

# 1

空

# 2 # 3 # 4

ゕーカブ
テーブル

# 1

# 2

空
# 3

空
# 4

空

fg1 fg2 fg3 fg4

2006/1/1 2007/1/1 2008/1/1
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パーテゖション 4
2008年

パーテゖション 3
2007年

パーテゖション 2
2006年

パーテゖション 1
2005年

2007/1/1 <=
x < 2008/1/1

2009/1/1

パーティション 5
2009年

2009/1/1 < x2008/1/1 <=
x < 2009/1/1

# 5

# 5

fg5

New！



 

 

 パーティション番号とファイル グループの対応を確認 

9. パーテゖション番号とフゔル グループの対応を確認するには、partition_schemes と

data_spaces、destination_data_spaces の 3 つのカタログ ビューを JOIN して、次

のように記述します。 

USE pTestDB 

go 

SELECT  

  ps.name As [パーティション構成名] 

 ,ds.name As [ファイルグループ名] 

 ,dds.destination_id As [パーティション番号] 

 ,* 

FROM sys.destination_data_spaces dds 

  INNER JOIN sys.partition_schemes ps 

    ON dds.partition_scheme_id = ps.data_space_id 

  INNER JOIN sys.data_spaces ds 

    ON dds.data_space_id = ds.data_space_id 

ORDER BY partition_scheme_id 

 

 

 

 パーティション 4 とパーティション 5 へデータを追加 

10. 次に、パーテゖション分割したパーテゖション 4（2008 年用）とパーテゖション 5（2009

年用）へデータを追加して、パーテゖションが正しく設定されたことを確認してみましょう。 

-- データの追加 

INSERT INTO t1 VALUES ('2008/12/31') 

INSERT INTO t1 VALUES ('2009/01/01') 

 

-- どのパーティション内のデータか確認 

SELECT *, $PARTITION.pFunc1(col1) As [パーティション番号] 

FROM t1 

 



 

 

 

2008 年のデータがパーテゖション 4 へ、2009 年のデータがパーテゖション 5 へ格納され

れ、新しいパーテゖションが正しく動作していることを確認できます。 

 

追加したデータ



 

 

4.3 パーティションのスイッチ： SWITCH 

 パーティションのスイッチ 

次に、稼動テーブル「t1」のパーテゖション「1」（2005 年用）を、ゕーカブ テーブル「t1Arch」

のパーテゖション「1」 へ SWITCH してみましょう。 

  

1. パーテゖションをスッチするには、ALTER TABLE .. SWITCH を利用して、次のように

記述します。 

USE pTestDB 

go 

ALTER TABLE t1 

 SWITCH PARTITION 1 TO t1arch PARTITION 1 

 

これにより、稼動テーブルのパーテゖション 1 のデータをすべて、ゕーカブ テーブルのパ

ーテゖション 1 へ移動することができます（内部的には、ポンタの変更のみで完了するの

で、操作は一瞬で完了します）。 

2. スッチが完了したら、データが移動されたことを確認してみましょう。 

SELECT * FROM t1arch 

 

 

3. 次に、$PARTITION 関数を利用して、パーテゖション番号を確認しておきましょう。 

-- 稼動テーブル: t1 

SELECT *, $PARTITION.pFunc1(col1) As [パーティション番号] 

FROM t1 

 

-- アーカイブテーブル: t1Arch 

SELECT *, $PARTITION.pFunc1Arch(col1) As [パーティション番号] 

FROM t1Arch 

 

t1
稼動テーブル

# 1

空
# 2 # 3 # 4 # 5

t1Arch
ゕーカブテーブル

# 1
# 2

空
# 3

空
# 4

空

fg1 fg2 fg3 fg4

# 5

空

fg5

SWITCH

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年



 

 

 

 新しいパーティションの追加とパーティション 2 のスイッチ 

次に、もう一度パーテゖションのスッチを試すために、新しいパーテゖション（2010 年）用の

フゔル グループとして「fg6」を追加して、その後、稼動テーブルのパーテゖション 2 をゕー

カブ テーブルのパーテゖション 2 へスッチしてみましょう。 

 

1. 操作手順は、パーテゖション 1 をスッチしたときと同じで、次のように実行します。 

-- ファイル グループ「fg6」の追加 

USE master 

go 

ALTER DATABASE pTestDB 

 ADD FILEGROUP fg6 

go 

ALTER DATABASE pTestDB   

 ADD FILE (  NAME = 'fg6' 

           , FILENAME = 'C:\fg6.ndf', SIZE = 5MB) 

  TO FILEGROUP fg6 

go 

 

-- パーティション構成の更新（NEXT USED fg6） 

USE pTestDB 

go 

ALTER PARTITION SCHEME pScheme1 

 NEXT USED fg6 

稼動テーブル： t1

ゕーカブ テーブル： t1Arch（空）

SWITCH 実行前 パーテゖション 1 
の SWITCH

↓

ゕーカブ テーブル： t1Arch

SWITCH 実行後

稼動テーブル： t1

# 6

# 6
空

fg6

新しいファイル グループ

# 1

空

# 2

# 3 # 4 # 5

# 1

# 2

空

# 3

空
# 4

空

fg1 fg2 fg3 fg4

# 5

空

fg5

x < 2006/1/1
2006/1/1 <=
x < 2007/1/1

2007/1/1 <=
x < 2008/1/1

2008/1/1 <=
x < 2009/1/1 2010/1/1 < x

2009/1/1 <=
x < 2010/1/1

2010 年用の新しい
パーテゖションを追加

1 

2006 年を
SWITCH

2 

t1
稼動テーブル

t1Arch
ゕーカブテーブル



 

 

go 

ALTER PARTITION SCHEME pScheme1Arch 

 NEXT USED fg6 

go 

 

-- パーティション関数の範囲の変更（SPLIT RANGE） 

ALTER PARTITION FUNCTION pFunc1() 

 SPLIT RANGE ('2010/01/01') 

go 

ALTER PARTITION FUNCTION pFunc1Arch() 

 SPLIT RANGE ('2010/01/01') 

go 

 

-- データの追加。2009年と 2010年のデータ 

INSERT INTO t1 VALUES ('2009/12/31') 

INSERT INTO t1 VALUES ('2010/01/01') 

 

-- どのパーティションに格納されたかを確認 

SELECT *, $PARTITION.pFunc1(col1) As [パーティション番号] 

FROM t1 

 

/*------------------------------------------------------------ 

  パーティション2 のSWITCH 

-------------------------------------------------------------*/ 

ALTER TABLE t1 

 SWITCH PARTITION 2 TO t1arch PARTITION 2 

 

 

-- アーカイブ テーブルへデータが移動されたことを確認 

SELECT * FROM t1arch 

 

-- 稼動テーブル: どのパーティション内のデータか確認 

SELECT *, $PARTITION.pFunc1(col1) As [パーティション番号] 

FROM t1 

 

-- アーカイブ テーブル: どのパーティション内のデータか確認 

SELECT *, $PARTITION.pFunc1Arch(col1) As [パーティション番号] 

FROM t1Arch 

 

 

稼動テーブル： t1

ゕーカブ テーブル： t1Arch（空）

SWITCH 実行前

↓

ゕーカブ テーブル： t1Arch

SWITCH 実行後

稼動テーブル： t1

パーテゖション 2
の SWITCH



 

 

 SWITCH 済みのパーティションへ CHECK 制約の追加 

ここまでの手順だけでは、稼動テーブルの SWITCH 済みのパーテゖションへも依然としてデータ

が追加できることに注意する必要があります。では、これを試してみましょう。 

1. 稼動テーブル「t1」の SWITCH 済みのパーテゖションである 1（2005 年）と 2（2006 年）

に対して、データを追加してみましょう。 

-- パーティション 1 へデータ追加 

INSERT INTO t1 VALUES ('2005/08/08') 

 

-- パーティション 2 へデータ追加 

INSERT INTO t1 VALUES ('2006/08/08') 

 

-- 追加されたデータの確認 

SELECT * FROM t1 

 

 

2005 年と 2006 年のデータが追加できてしまったことを確認できます。この状況を回避する

には、稼動テーブル側へ CHECK 制約を追加するようにします。 

2. CHECK 制約を追加するには、まず、追加したデータを DELETE しておきます。 

DELETE FROM t1 WHERE col1 IN('2005/08/08', '2006/08/08') 

 

3. 削除後、ALTER TABLE .. ADD CONSTRAINT を利用して、CHECK 制約を追加します。 

ALTER TABLE t1 

 ADD CONSTRAINT ck1 CHECK(col1 >= '2007/01/01') 

 

これで、t1 テーブルへは、2007/1/1 以上のデータしか追加できないように設定できました。 

4. これを確認するために、もう一度 2006 年のデータを追加してみましょう。 

SWITCH 済みのパーテゖションへ
データが追加できてしまっている



 

 

INSERT INTO t1 VALUES ('2006/08/08') 

 

 

今度は、制約違反エラーが発生して、データを追加できなかったことを確認できます。このよ

うに、パーテゖションの SWITCH 後は、SWITCH 済みの範囲へ、データが追加されないよ

うに、CHECK 制約を設定しておくようにしましょう。 

 



 

 

4.4 古いパーティションの MERGE 

 古いパーティションの MERGE 

古いパーテゖションは、MERGE 操作によってマージ（結合）することができます。たとえば、次

のように稼動テーブルの SWITCH 済みのパーテゖションである 1 と 2 を MERGE して、1 つ

のパーテゖションにすることができます 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. MERGE は、ALTER PARTITION FUNCTION ステートメントを利用して、マージしたい

境界値を指定することで行えます。パーテゖション「1」とパーテゖション「2」をマージす

るには、次のようにその境界値である「2006/01/01」を指定します。 

ALTER PARTITION FUNCTION pFunc1() 

 MERGE RANGE('2006/01/01') 

 

2. MERGE 後のパーテゖション関数の境界値を確認するには、前の  Step で利用した 

partition_functions と partition_range_values カタログ ビューを JOIN するクエ

リを利用します。 

SELECT f.name, r.value, * 

FROM sys.partition_range_values r 

    INNER JOIN sys.partition_functions f 

      ON r.function_id = f.function_id 
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テーブル
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空
# 3 # 4 # 5
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テーブル
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稼動テーブル用のパーテゖション関数（pFunc1）から境界値（value）の「2006/01/01」

が消えていることを確認できます。これにより、パーテゖション 1の範囲が「< 2007/01/01」

へと変更されて、以前のパーテゖション 2 とマージされています。 

3. MERGE 後のパーテゖションとフゔル グループの対応を確認するには、前の Step で利用

した partition_schemes と data_spaces、destination_data_spaces カタログ ビュ

ーを JOIN するクエリを利用します。 

SELECT  

  ps.name As [パーティション構成名] 

 ,ds.name As [ファイルグループ名] 

 ,dds.destination_id As [パーティション番号] 

 ,* 

FROM sys.destination_data_spaces dds 

  INNER JOIN sys.partition_schemes ps 

    ON dds.partition_scheme_id = ps.data_space_id 

  INNER JOIN sys.data_spaces ds 

    ON dds.data_space_id = ds.data_space_id 

ORDER BY partition_scheme_id 

 

 

稼動テーブル用のパーテゖション構成（pScheme1）は、パーテゖション番号が 1～5 とな

り、パーテゖション数が 6から 5つへ減っていることを確認できます。パーテゖション 1は、

以前のパーテゖション 1 と 2 をマージしたもの、パーテゖション 2～5 は、以前のパーテゖ

ション 3～6 のパーテゖション番号が 1 つずつ前へずれたものです。 

また、稼動テーブルでは、「fg2」フゔル グループが使われなくなっていることにも注目し

てください。これについては、次の Step 4.5「MERGE の注意点」で詳しく説明します。 

2007/01/01 になっている

fg3 はパーテゖション 2
（以前のパーテゖション3）

パーテゖション 1 は fg1



 

 

 MERGE した場合のパーティション スイッチ 

稼動テーブルの古いパーテゖションを MERGE した場合は、パーテゖション番号がずれているこ

とに注意する必要があります。以前のパーテゖション 3 以降は、次のようにパーテゖション番号が 

1 つずつずれています。 

 

このように、MERGE 後は、パーテゖション番号がずれるので、パーテゖションの SWITCH 時に

は番号を間違えないように注意する必要があります。では、これを試してみましょう。 

1. 以前のパーテゖション 3（現在のパーテゖション 2）を、ゕーカブ テーブルへスッチし

てみましょう。 

ALTER TABLE t1 

  SWITCH PARTITION 2 TO t1arch PARTITION 3 

 

 

パーテゖションに “2” を指定している点に注意してください。 

2. SWITCH 後は、パーテゖション 2 と 1 を MERGE しておきましょう。 

ALTER PARTITION FUNCTION pFunc1() 

  MERGE RANGE('2007/01/01') 

 

MERGE 後のパーテゖション構成は、次のようになります。 

ゕーカブ
テーブル # 1

スイッチ済
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パーティション
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MERGE は、またパーテゖション番号がずれることに注意する必要があります。このように 

SWITCH 済みの古いパーテゖションを常に MERGE している環境では、稼動テーブルの 

SWITCH 元となるパーテゖションは常に “2” になります。 

したがって、以降のパーテゖションの SWITCH は、次のように稼動テーブル側は「2」が固

定で、ゕーカブ テーブル側の SWITCH 先のパーテゖションが 1 つずつンクリメントし

ていくことになります。 

ALTER TABLE t1 

  SWITCH PARTITION 2 TO t1arch PARTITION n 
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稼動テーブル
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4.5 MERGE の注意点 

 MERGE の注意点 

パーテゖションの MERGE は、SWITCH 済みのパーテゖション同士で行う必要があります。

SWITCH をしていないパーテゖションを MERGE することも可能ですが、これをしてしまうと、

そのパーテゖションが SWITCH できなくなってしまいます。これは、次のような状況です。 

 

この図では、まだスッチしていないパーテゖション 2（fg4 フゔル グループを利用）を 

MERGE してから、ゕーカブ テーブルへ SWITCH しようとしています。これは、フゔル グ

ループが fg1 と fg4 で異なるので、SWITCH が失敗します。SWITCH 操作は、同じフゔル グ

ループ内でしか実行できないという制限があるためです。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、2008 年のパーテゖション 2 を 1 と MERGE します。 

ALTER PARTITION FUNCTION pFunc1() 

  MERGE RANGE('2008/01/01') 

 

パーテゖション 1 と 2 の境界値の 2008/01/01 を指定することで、1 と 2 を MERGE す

ることができます。 

2. MERGE 後のパーテゖションとフゔル グループの対応を確認するために、前の Step で利

用した partition_schemes と data_spaces、destination_data_spaces カタログ ビ

ューを JOIN するクエリを利用します。 
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SELECT  

  ps.name As [パーティション構成名] 

 ,ds.name As [ファイルグループ名] 

 ,dds.destination_id As [パーティション番号] 

 ,* 

FROM sys.destination_data_spaces dds 

  INNER JOIN sys.partition_schemes ps 

    ON dds.partition_scheme_id = ps.data_space_id 

  INNER JOIN sys.data_spaces ds 

    ON dds.data_space_id = ds.data_space_id 

ORDER BY partition_scheme_id 

 

 

パーテゖション番号「1」のフゔル グループが「fg4」になっていることに注目します。

MERGE では、範囲（境界値）は右側とマージされますが、フゔル グループに関しては、

左側とマージされてしまうのです。なお、この動作は、パーテゖション関数の RANGE が 

RIGHT 指定か LEFT 指定かで逆になり、今回は RIGHT 指定の場合の動作です。 

3. この状態で、MERGE したパーテゖション 1（未スッチの 2008 年のデータ）を、ゕーカ

ブ側のパーテゖション 4（2008 年用）へ SWITCH してみましょう。 

ALTER TABLE t1 

  SWITCH PARTITION 1 TO t1arch PARTITION 4 

 

 

結果は、「DATA_COMPRESSION オプションの値が異なります」とエラーになり、データ圧

縮の設定が異なることから SWITCH が失敗しています。パーテゖション 1 は、行圧縮を設

定していたので、MERGE によって、2008 年のデータも圧縮されてしまっています。 

4. これを回避するには、ゕーカブ側のパーテゖション 4 に対しても同じデータ圧縮を設定し

ます。次のように入力します。 

ALTER TABLE t1arch 

 REBUILD PARTITION = 4 

  WITH ( DATA_COMPRESSION = ROW ) 

パーテゖション 1 が fg1 になり、
fg4 がなくなっていることを確認



 

 

 

 

5. 圧縮が完了したら、もう一度 SWITCH を実行します。 

ALTER TABLE t1 

  SWITCH PARTITION 1 TO t1arch PARTITION 4 

 

 

今後は、「フゔル グループが異なるので SWITCH できない」という主旨のエラーが発生し

ます。SWITCH 操作は、同じフゔル グループに属したパーテゖション同士で行わなければ

ならないという制限があるためです。しかし、SWITCH 元のパーテゖションは、MERGE 操

作によって、フゔル グループが fg4 から fg1 へ変わってしまっているので、ゕーカブ

先（fg4）とは異なるフゔル グループになってしまっています。これでは、SWITCH 操作

を実行することはできません。 

Point： MERGE 操作は SWITCH 済みのパーティション同士でのみ実行すること 

以上のように、まだ SWITCH していないパーテゖションを MERGE してしまうと、その

パーテゖションが SWITCH できなくなってしまいます。MERGE 操作は、必ず SWITCH 

済みのパーテゖション同士でのみ行うことに注意してください。これにより、稼動テーブル

には、一番左側へ空のパーテゖションが 1 つ残ることになりますが、これは正しい実装で

す。この空のパーテゖションへデータが格納されないようにするには、前述したように、テ

ーブルへ CHECK 制約を設定するようにします 

 



 

 

4.6 SWITCH 操作の条件 

 SWITCH 操作の条件 

SWITCH 操作は、内部的にはポンタの付け替えのみで、瞬間的に完了する処理なので、実行に

は、いくつかの条件があります（もちろん、この Step で説明したとおりに実装しておけば、この

条件へ引っかかることはありません）。 

SWITCH の条件は、次のとおりです。 

 SWITCH 操作を行うには、同じフゔル グループに属したパーテゖション同士でなければな

りません。同じフゔル グループに属していない場合は、前の Step 4.5 で試したように、

次のエラーが通達されます。 

メッセージ 4938、レベル 16、状態 1、行 2 

ALTER TABLE SWITCH ステートメントが失敗しました。 

インデックス'pTestDB.dbo.t1.index_col1' のパーティション1 は 

ファイルグループ 'fg1' に所属していますが、 

インデックス'pTestDB.dbo.t1arch.index_col1' のパーティション4 は 

ファイルグループ 'fg4' に所属しています。 

 

 SWITCH 元と SWITCH 先では、同じデータ圧縮の設定を行っている必要があります。同じ

データ圧縮の設定でない場合は、前の Step 4.5 で試したように、次のエラーが通達されます。 

メッセージ 11406、レベル 16、状態 1、行 2 

ALTER TABLE SWITCH ステートメントが失敗しました。 

切り替え元のパーティションと切り替え先のパーティションで 

DATA_COMPRESSION オプションの値が異なります。 

 

 SWITCH 先となるパーテゖションは、「空」である必要があります。パーテゖションが空では

ない場合は、次のエラーが通達されます。 

メッセージ 4904、レベル 16、状態 1、行 1 

ALTER TABLE SWITCH ステートメントが失敗しました。 

切り替え先テーブル'pTestDB.dbo.t1arch' の指定されたパーティション 1 を空にしてく

ださい。 

 

 ターゲット テーブル（SWITCH 先となるテーブル）へ非クラスタ化ンデックスが作成され

ている場合は、ソース テーブル（SWITCH 元となるテーブル）にも同じンデックスが作成

されている必要があります。 

同じンデックスが作成されていない場合は、次のエラーが通達されます。 

メッセージ 4947、レベル 16、状態 1、行 1 



 

 

ALTER TABLE SWITCH ステ ー トメ ン ト が失 敗 しま し た 。 切り 替 え元 テ ーブ ル 

'pTestDB.dbo.t1' には、切り替え先テーブル 'pTestDB.dbo.t1arch' のインデックス 

'idx_col1' と同一のインデックスがありません。 

 

 ターゲット テーブルへ CHECK 制約を定義する場合は、パーテゖション関数によって定義さ

れた範囲を満たすようにするか、ソース テーブルにもまったく同じ制約またはターゲットの

制約のサブセットとなるような制約（ターゲットの CHECK 制約が col < '2007/01/01' な

ら、ソースは col < '2006/01/01' とするなど）を作成しておく必要があります。 

この条件を満たしていない場合は、次のエラーが通達されます。 

メッセージ 4972、レベル 16、状態 1、行 2 

ALTER TABLE SWITCH ステ ー トメ ン ト が失 敗 しま し た 。 切り 替 え元 テ ーブ ル 

'pTestDB.dbo.t1' のチェック制約またはパーティション関数で許可される値が、切り替え

先テーブル 'pTestDB.dbo.t1arch' のチェック制約またはパーティション関数では許可さ

れません。 

 

上記のほかにも、SWITCH 操作には、いくつか細かい条件があります。これらについては、

オンラン ブックの以下のトピックを参考にしてください。 

 データベース エンジン 

  > 開発 

   > 構造化ストレージの設計と実装 

    > パーテゖション テーブルとパーテゖション ンデックス 

     > パーテゖション テーブルとパーテゖション ンデックスの実装 

      > パーテゖション テーブルとパーテゖション ンデックスの変更 

       > パーテゖションの切り替えを使用した効率的なデータの転送 

 

  



 

 

SSTTEEPP  55..  一一部部ののデデーータタ  フフゔゔルル破破損損時時のの  

復復旧旧手手順順  

この STEP では、一部のデータ フゔルが破損した場合の復旧手順について説明

します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 フゔル グループ単位のバックゕップ 

 障害のシミュレート 

 一部のデータ フゔル破損時の復旧手順 

 

 



 

 

5.1 一部のデータ ファイル破損時の復旧 

 一部のデータ ファイル破損時の復旧 

データ パーテゖションは、複数のフゔル グループおよびデータ フゔル（.ndf）で構成して

いる場合は、一部のデータ フゔルが破損してもそのまま稼動させることができます。また、破

損したデータ フゔル（フゔル グループ）のバックゕップを復元するだけで、破損前と同じ状

態へ復旧することができます。 

このときの作業の流れは、次のとおりです。 

1. 事前にファイル グループ単位のバックアップまたはデータベース全体のフル バックゕッ

プを実行しておく 

2. 一部のデータ フゔルに障害が発生した場合は、SQL Server のログを確認して、障害

が発生したデータ フゔル（フゔル グループ）の名前を確認する 

3. 手順 2 で確認したフゔル グループを OFFLINE にする 

4. データベースを ONLINE にする 

5. ログ末尾（TAIL ログ）をバックゕップする 

6. 手順 1 でバックゕップしたフゔルから、障害が発生したフゔル グループのみを復元

する 

7. 手順 5 でバックゕップしたログ末尾を復元する 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。前の Step で利用した「t1」テーブルが格納されている

「pTestDB」データベースを利用して、一部のデータ フゔルが破損したときの復旧手順を試し

てみましょう。 

手順 1 ファイル グループ単位のバックアップの実行 

1. 最初の手順は、データベース「pTestDB」を構成する 7 つフゔル グループ（PRIMARY、

fg1 ～ fg6）を、それぞれバックゕップします。通常の BACKUP ステートメントで、次の

ように FILEGROUP キーワードを指定することで、フゔル グループ単位でのバックゕッ

プを実行することができます。 

-- PRIMARY ファイル グループのバックアップ 

BACKUP DATABASE pTestDB 

 FILEGROUP = 'PRIMARY' 

  TO DISK = 'C:\fgPrimary.bak' WITH FORMAT 

 

-- fg1 ファイル グループのバックアップ 

BACKUP DATABASE pTestDB  



 

 

 FILEGROUP = 'fg1' 

  TO DISK = 'C:\fg1.bak' WITH FORMAT 

 

-- fg2 ファイル グループのバックアップ 

BACKUP DATABASE pTestDB  

 FILEGROUP = 'fg2' 

  TO DISK = 'C:\fg2.bak' WITH FORMAT 

 

-- fg3 ファイル グループのバックアップ 

BACKUP DATABASE pTestDB  

 FILEGROUP = 'fg3' 

  TO DISK = 'C:\fg3.bak' WITH FORMAT 

 

-- fg4 ファイル グループのバックアップ 

BACKUP DATABASE pTestDB  

 FILEGROUP = 'fg4' 

  TO DISK = 'C:\fg4.bak' WITH FORMAT 

 

-- fg5 ファイル グループのバックアップ 

BACKUP DATABASE pTestDB  

 FILEGROUP = 'fg5' 

  TO DISK = 'C:\fg5.bak' WITH FORMAT 

 

-- fg6 ファイル グループのバックアップ 

BACKUP DATABASE pTestDB  

 FILEGROUP = 'fg6' 

  TO DISK = 'C:\fg6.bak' WITH FORMAT 

 

 データ ファイル破損のシミュレーション 

2. 次に、データ フゔルの破損をシミュレーションするために「fg5.ndf」フゔル（fg5 フ

ゔル グループ）を削除します。フゔルを削除するには、まず、SQL Server サービスを

停止しておく必要があります。サービスの停止は、次のように SQL Server Configuration 

Manager（構成マネージャ）ツールから SQL Server サービスを右クリックして、［停止］

をクリックします。 

 

3. サービスが停止されたら、Windows エクスプローラを起動して、次のように「fg5.ndf」フ

ゔルを右クリックして［削除］をクリックし、直接削除します。 

1 



 

 

 

4. フゔルの削除が完了したら、SQL Server Configuration Manager（構成マネージャ）

ツールから SQL Server サービスを開始します。 

 手順 2 SQL Server ログから障害が発生したファイルの確認 

5. SQL Server サービスが開始されたら、Management Studio を起動して、SQL Server ロ

グを参照します。データ フゔルへ障害が発生している場合は、次のようにエラーが記録さ

れます。 

 

ログへは、次のように記録されます。 

1 

1 

2 



 

 

物理ファイル "C:\fg5.ndf" を開けません。 

オペレーティング システム エラー 2: " 2（指定されたファイルが見つかりません。）" 

 

これがフゔルへ障害が発生した場合に記録されるエラー メッセージです。 

6. この状態では、データベースへゕクセスすることができないので、これを確認しておきましょ

う。クエリ エデゖタを開いて、データベースへ接続してみます。 

USE pTestDB 

 

 

 手順 3 破損したファイル グループを OFFLINE へ変更 

この状態から復旧するには、まず破損したフゔル グループを OFFLINE へ設定します。 

7. フゔル グループを OFFLINE へ設定するには、フゔル グループの「論理名」を指定す

る必要があるので、次のようにバックゕップ フゔルに対して RESTORE FILELISTONLY 

ステートメントを実行して、フゔル グループの論理名を取得します。 

RESTORE FILELISTONLY 

  FROM DISK = 'C:\fg5.bak' 

 

 

結果の LogicalName が論理名です。これにより、破損したフゔル（C:\fg5.ndf）の論理

名が「fg5」であることが分かるので、これを OFFLINE へ設定します。 

8. OFFLINE へ設定するには、次のように ALTER DATABASE .. MODIFY FILE ステートメ

ントで OFFLINE を指定します。 

ALTER DATABASE pTestDB 

  MODIFY FILE (NAME = 'fg5', OFFLINE) 



 

 

 手順 4 データベースを ONLINE へ変更 

破損したフゔル グループを OFFLINE にした後は、データベースを ONLINE へ設定します。 

9. データベースを ONLINE へ設定するには、次のように ALTER DATABASE ステートメント

を実行します。 

ALTER DATABASE pTestDB 

  SET ONLINE 

 

これにより、データベースが利用できるようになり、破損していないフゔル グループへゕ

クセスできるようになります。 

10. データベースが利用できることを確認するために、パーテゖション 3（2010 年用、fg6 フ

ゔル グループを利用）のデータを参照してみましょう。 

USE pTestDB 

go 

-- パーティション 3 

SELECT *, $PARTITION.pFunc1(col1) As [パーティション番号] 

FROM t1 

WHERE col1 = '2010/01/01' 

 

 

結果は、問題なくデータを参照することができ、破損したフゔルがあるにも関わらず、デー

タベースを利用できたことを確認できます。現在のフゔル グループとパーテゖションの構

成は、次のとおりです。 

   

11. 次に、パーテゖション 3 に対して、更新系のステートメントを実行してみましょう。 

USE pTestDB 

go 

稼動テーブル

「t1」
#2

<= 2008年

#3

fg1 fg5 fg6

2009年 2010年

#1

パーテゖション 1 パーテゖション 2 パーテゖション 3



 

 

-- パーティション 3 へデータの追加、更新、削除 

INSERT INTO t1 VALUES('2010/01/02')  

UPDATE t1 SET col1='2010/05/02' WHERE col1 = '2010/01/02' 

DELETE FROM t1 WHERE col1='2010/01/01' 

 

 

これも問題なく実行できたことを確認できます。更新系のステートメントについても、破損し

たフゔル グループを除いて、実行することができです（更新操作は、トランザクション ロ

グへ記録されています）。 

12. 次に、破損したフゔル グループ（パーテゖション 2）へゕクセスしてみましょう。 

-- パーティション 2 へのアクセス 

SELECT * FROM t1 WHERE col1 = '2009/01/01' 

INSERT INTO t1 VALUES('2009/01/02') 

 

 

結果は、どちらもエラーになります。エラーには、破損したフゔル グループの名前「fg5」

があり、これにゕクセスできないというメッセージになっていることを確認できます。 

13. 次に、テーブル スキャンを実行してみましょう。 

SELECT * FROM t1 

 

 

結果は、2008 年のデータ（パーテゖション 1）のデータが表示されて、クエリがエラーで完

3 

↓

パーテゖション 1
（2008 年）のデータ

1

クエリがエラー
2



 

 

了します。［メッセージ］タブを開くと、同じエラーが発生していることを確認できます。こ

のように、破損したフゔル グループを含んだデータ範囲検索の場合は、そのフゔル グル

ープへゕクセスするまでの間に取得できたデータを参照することができます。 

14. 続いて、データベースの状態を確認するために、次のように database_files カタログ ビ

ューを参照してみましょう。 

SELECT state_desc, name, * 

 FROM sys.database_files 

 

 

結果は、fg5 のみが OFFLINE であることを確認できます。 

 手順 5 ログ末尾（TAIL ログ）のバックアップ 

ここからは、破損したフゔル グループを復旧するための手順です。 

前の手順では、オンランとなっているフゔル グループに対して更新操作を行いましたが、こ

れらの操作は、トランザクション ログの末尾（まだバックゕップされていないゕクテゖブ ログで、

「TAIL ログ」とも呼ばれます）へ記録されています。 

15. ログの末尾をバックゕップするには、次のように BACKUP LOG ステートメントで WITH 

NORECOVERY を指定して実行します。 

USE master 

go 

BACKUP LOG pTestDB 

 TO DISK = 'C:\lastLog.bak' 

  WITH NORECOVERY, FORMAT 

 

実行後、次のように「使用中で排他ゕクセスを獲得できませんでした」とエラーが表示される

場合は、ログ末尾のバックゕップが失敗しています。 

 



 

 

この場合は、ほかに接続しているユーザーがいないことを確認してから、データベースを

SINGLE_USER モードへ切り替えます。 

USE master 

go 

ALTER DATABASE pTestDB 

 SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE 

go 

 

 

これにより、データベースをシングル ユーザー モードへ設定することができました。この後、

もう一度、ログ末尾のバックゕップを実行します。 

USE master 

go 

BACKUP LOG pTestDB 

 TO DISK = 'C:\lastLog.bak' 

  WITH NORECOVERY, FORMAT 

 

 

今度は、「正常に処理されました」と表示されて、正常に完了したことを確認できます。また、

NORECOVERY オプションを指定することで、ログ末尾をバックゕップして、かつ「オンラ

イン復元シーケンス」（SQL Server をオンランにしたままでの復元）を開始することがで

きます。 

16. オンラン復元シーケンスの開始後は、データベースが NOREOVERY 状態（復元中）とな

り、データベースへのゕクセスはできなくなります。 

USE pTestDB 

 

 

このようにデータベースの復元中は、復旧作業を正しく行うために、データベースへは一切ゕ



 

 

クセスさせないようにして、ユーザーによる更新操作を行わせないように（トランザクション 

ログへ更新操作が記録されないように）しています。 

 手順 6 障害の発生したファイル グループのみを復元 

17. 次に、破損したフゔル グループ（fg5）のみをバックゕップから復元します。 

RESTORE DATABASE pTestDB 

 FILEGROUP = 'fg5' 

  FROM DISK = 'C:\fg5.bak' 

   WITH NORECOVERY 

 

 

 手順 7 ログ末尾（TAIL ログ）のリストア 

18. 最後に、手順 5 で取得したログ末尾のバックゕップをリストゕします。 

RESTORE LOG pTestDB 

 FROM DISK = 'C:\lastLog.bak' 

  WITH RECOVERY 

 

 

19. リストゕが完了したら、リストゕしたデータを確認してみましょう。 

USE pTestDB 

go 

SELECT *, $PARTITION.pFunc1(col1) As [パーティション番号] 

FROM t1 

 



 

 

 

障害発生後に、パーテゖション 3 へ追加したデータ（2009-05-02）が正しく格納されて、破

損したフゔル グループ（パーテゖション 2）のデータも復元されていることを確認できま

す。 

20. すべてのフゔル グループが ONLINE になっていることも確認しておきましょう。 

SELECT state_desc, name, * 

 FROM sys.database_files 

 

 

 

 データ パーティションのまとめ 

以上のように、データ パーテゖションは、運用管理性・保守性の利点が非常に多くあります。特

に、本自習書で試した次の特徴は、データ パーテゖションを利用する大きなメリットになります。 

 古いデータを定期的にゕーカブ テーブルへ移動する「スラデゖング ウンドウ」のシナ

リオを簡単に実現可能 

 古いデータ削除時のパフォーマンスが大幅ゕップ 

 パーテゖション単位でデータ圧縮が可能 

 パーテゖション単位でンデックスの再構築と再編成が可能。古いパーテゖションは、ンデ

ックスの再構築が必要ないケースが多いので、テーブル全体を再構築するよりも、大幅に再構

築時間を短縮することが可能 

 パーテゖションを複数のフゔル グループで構成しておけば、パーテゖション単位でバック

ゕップと復元が可能 

 パーテゖションを複数のデータ フゔル（.ndf）で構成しておけば、一部のデータ フゔル

が破損しても、そのまま稼動させることが可能 

障害発生後に追加・更新
したデータ

障害が発生したパーテゖ
ションのデータが復旧



 

 

 一部のデータ フゔルが破損しても、破損したフゔル グループのみを復元するだけで完全

復旧可能 

 

 おわりに 

最後までこの自習書の内容を試された皆さま、いかがでしたでしょうか？  

SQL Server 2008 のデータ パーテゖション機能には、多くのメリットがあり、大規模データベ

ース環境では非常に重要な機能であることを確認できたのではないでしょうか。今回は「入門編」

ということで、データ パーテゖションの基本的な操作方法のみの紹介になりましたが、データ パ

ーテゖションのパフォーマンスについては、以下のホワト ペーパーへ詳しく記載されています

ので、ぜひ参考にしてみてください（SQL Server 2005 ベースの情報ですが、SQL Server 2008 

でも、多くのことが当てはまります）。 

徹底検証シリーズ「SQL Server 2005 データ パーティション パフォーマンス検証」 

http://www.microsoft.com/japan/sql/bible/cqi.mspx 

 

http://www.microsoft.com/japan/sql/bible/cqi.mspx


 

 

5.2 参考情報： パーティション ウィザード 

 パーティション ウィザード 

パーテゖション ウゖザードは、その名のとおり、データ パーテゖション（レンジ パーテゖショ

ン）の設定をウゖザードで簡単に設定できる機能です。 

それでは、これを試してみましょう。ここでは、AdventureWorks データベースの

「SalesOrderHeader」テーブルをもとに新しいテーブルを作成し、そのテーブルをパーテゖシ

ョン化してみます。 

1. まずは、次のように「PartitionTestDB」データベースを作成し、AdventureWorks データ

ベースの「SalesOrderHeader」テーブルをもとに「Sales」テーブルを作成します。 

-- データベースの作成 

CREATE DATABASE PartitionTestDB 

go 

-- SalesOrderDetail テーブルをもとにsales テーブルを作成 

USE PartitionTestDB 

SELECT * INTO sales FROM AdventureWorks.Sales.SalesOrderHeader 

 

2. 次に、作成した「PartitionTestDB」データベースの「sales」テーブルを右クリックして、［ス

トレージ］の［パーティションの作成］をクリックします。 

 

すると、「パーテゖションの作成ウゖザード」が起動するので、［次へ］ボタンをクリックしま

す。 

 

「sales」テーブ
ルを右クリック

1

2 

3 



 

 

3. 次の［パーテゖション分割列の選択］画面では、パーテゖションを区切る基準となる列を選択

します。 

 

ここでは、「OrderDate」（受注日）を選択して、［次へ］ボタンをクリックします。 

4. 次の［パーテゖション関数の選択］画面では、［新しいパーティション関数］を選択して、任

意の名前（pf1 など）を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。 

  

5. 次の［パーテゖション構成の選択］画面では、［新しいパーティション構成］を選択して、任

意の名前（ps1 など）を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。 

1 

2 

1 

2 



 

 

 

6. 次の［パーテゖションのマップ］画面では、［右側の境界］を選択して、［境界の設定］ボタン

をクリックします。 

 

これにより、［境界値の設定］ダゕログが表示されるので、［開始日］を「2001/01/01」

へ、［終了日］を「2005/01/01」へ、［日付範囲］を「毎年」へ変更し、［OK］ボタンをク

リックします。これにより、2001 年から 2005 年までの 1 年ごとのパーテゖション範囲を作

成することができます。 

次に、それぞれの境界の［フゔル グループ］で「PRIMARY」を選択します。 

 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

境界（Boundary）
が自動設定される

6

1 

1 

境界が設定されていない最後の
行も「フゔル グループ」で

「PRIMARY」を選択



 

 

続いて、［ストレージの推定］ボタンをクリックして、各パーテゖションに含まれる行数や領

域の見積もりを表示します。 

 

確認後、［次へ］ボタンをクリックして、次へ進みます。 

7. 次の［出力オプションの選択］画面では、［スクリプトの作成］を選択して、［次へ］ボタンを

クリックします。 

 

8. 最後の［概要の確認］画面では、［完了］ボタンをクリックします。 

 

1 

2 

1 

2 

1 

2



 

 

9. ウゖザードが完了すると、パーテゖションを作成するためのスクリプトがクエリ エデゖタへ

自動生成されるので、ツール バーの［！実行］ボタンをクリックして、ステートメントを実

行します。 

 

10. 次に、データがパーテゖション分割されたことを確認するために、次のように $PARTITION 

関数を利用します。 

SELECT $PARTITION.pf1(OrderDate), * FROM sales 

 

 

 

このようにパーテゖション ウゖザードを利用すると、既存のテーブルを簡単にパーテゖショ

ン分割できるようになります。 

  

1 

ウゖザードで生成されたパー
テゖションを作成するための

スクリプト

・
・
・

2001 年 のデータは
パーテゖション番号
2 へ格納されている

2003 年のデータは
パーテゖション番号
4 へ格納されている

2004 年のデータは
パーテゖション番号
5へ格納されている
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