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データベースをハイパーコンバージェンス上
で構築 

 

        

 

 
 

Microsoft SQL データベース向けに設計 
Microsoft SQL Server データベースは、オンライン トランザクション処理（OLTP）、デー
タ ウェアハウス、バッチ処理から、ビジネス インテリジェンス、レポート生成、オンラ
イン分析処理（OLAP）まで、多くのエンタープライズ アプリケーションのコアを形成
していま す。データの量とタイプが増大するとともに、データベースの無秩序な増加に
対応する、 安定したパフォーマンスの柔軟なシステムが必要になります。Cisco 
HyperFlex™ システムをオールフラッシュ設定で導入することにより、短時間かつ低コス
トで情報を提供 する俊敏なプラットフォームで、Microsoft SQL Server を実行できるよ
うになります。 

エンタープライズ アプリケーション対応ソリューション  
シスコはデータベース導入とデータベースを使用するアプリケーションに最適なプラットフォームを提供し
ます。このプラットフォームは、Microsoft SQL Server 2016 が稼働するオールフラッシュの Cisco 
HyperFlex システム、統合されたネットワーク ファブリック、強力なデータ最適化、およびユニファイド マ 
ネジメントで構成され、さまざまなエンタープライズ ワークロードに対して、ハイパーコンバージェンスの
可能性が最大限に発揮されます。迅速に導入でき、管理も容易で、現世代のシステムに比べて拡張も簡単なソ
リューションにより、ビジネス ニーズに応じてエンタープライズ データベースとアプリケーションを強化す
ることができます。 
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Cisco HyperFlex システ
ムと Microsoft SQL 
Server 
 データベースとアプリケーション
のニーズに的確に対応します。 

 ストレージの設置面積を削減し
ます。 

 ストレージ コストを最適化し 
ます。 

 安定したデータベース パフォー
マンスを実現します。 

 エンタープライズ アプリケー 
ションとデータベースの可用性
を高めます。 

独立したスケーリング 常時実行のストレージ効率化 安定したパフォーマンス アプリケーションと 
データベースの可用性 
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導入が簡単 

Cisco HyperFlex システムは、事前に統合されたクラ ス
タとして提供されるため、1 時間以内に稼働させる こと
ができます。統合管理によって新しいコンポーネ ントが
検出される自己認識、自己統合型のシステムの ため、
ハードウェア構成の変更にすばやく適合できま す。到着
したノードは、現地でネットワーク ケーブルと 電源コー
ドを差し込むだけで簡単にクラスタに追加で き、手動に
よる個別のノード設定は必要ありません。 

拡張性 

独立したスケーリングにより、Microsoft SQL Server 環
境でのリソースのニーズに的確に対応できます。小 規模
で開始したのちに、数百、数千のユーザやペタバ イト単
位のデータをサポートする規模に拡張できます。クラス
タ全体のソリッドステート ディスク（SSD）ドライブ 
が、分散型でオブジェクト ベースの単一のデー タ スト
アに組み込まれます。クラスタにノードを追加して容量
を拡張すると、データが自動的に共有リソース間で再配
布されます。シン プロビジョニングを使用すれば、デー
タストアのサイズをクラスタより大きくして、データ
ベースの拡大に応じてソリューションを拡張することが
可能です。 

効率的なデータ ストレージ インフラストラク 
チャ  

データの設置面積を削減し、ストレージ インフラスト 
ラクチャのコストを最適化できます。インラインで常時
実行される重複排除と圧縮機能が組み込まれているた
め、ストレージ容量を効率的に利用できます。他のベン
ダーのソリューションとは異なり、データベースやエン
タープライズ アプリケーションで高パフォーマンスが
要求される場合でも、これらの機能を無効にする必要は
ありません。 

実証済みの安定したパフォーマンス 

ネットワーク層でのオールフラッシュ設定と高スループッ
トにより、安定したパフォーマンスを得ながら大規模なデー
タベースに高速でアクセスできます。Cisco HyperFlex シス
テムの分散アーキテクチャにより、仮想マシンの物理的な
場所に関わらず、すべての仮想マシン（VM）でストレージ
の I/O 処理/秒（IOPS）を活用し、クラスタ全体の容量を利
用できます。この機能は、 Microsoft SQL Server 仮想マシ
ンにとって重要です。アプリケーションやユーザの処理の
急増に対処する上で、高い性能が必要になることが多いか
らです。 

別の運用上の利点としては、日常の運用のシンプル化が挙
げられます。クラスタを拡張すると、ストレージ容量とパ
フォーマンスが向上し、既存の仮想マシンで利用できるよ
うになります。各仮想マシンの容量とストレージのパフォー
マンスをモニタし、仮想マシンとクラスタ ノードを適合さ
せる必要はありません。 

高度なデータ可用性 

エンタープライズ アプリケーションとデータベースは、常
時稼働していなければなりません。Cisco HyperFlex シス
テムは革新的な設定により、データベースのミラーリング
をサポートし、障害からの復元力も高くなっています。た
とえば 5 つ以上のノードで構成されたシステムは、2 つの
ノードですべてのドライブに障害が発生しても稼働し続け
ることができま す。さらに、組み込みのスナップショット
が Veeam などのバックアップ ソリューションに統合され
て利用でき、ディザスタ リカバリ運用もサポートされてい
ます。 

次のステップ 

Cisco® Validated Design の「Cisco HyperFlex All-Flash 
Systems for Deploying Microsoft SQL Server Database 
（Microsoft SQL Server データベースを導入するための 
Cisco HyperFlex オールフラッシュ システム）」をお読み
ください。 
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クラスタのパフォーマンスは、仮想マシンを追加してプロビジョニングす
るごとに線形に比例して向上します。 
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クラスタのパフォーマンスと容量は、クラスタにノードを追加するごとに線形に比
例して向上します。 

詳細については、
http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/hyperconv
erged-infrastructure/index.html をご覧ください。 
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