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エグゼクティブ サマリー

Cisco HyperFlex™ システムは、ハイパーコンバージェンスの持てる力を最大限に発揮させます。エンドツーエンドのソフト

ウェア定義型インフラストラクチャをベースとするこのシステムでは、Cisco Unified Computing System™（Cisco UCS®
）

サーバによるソフトウェア定義型コンピューティング、強力な Cisco HyperFlex HX データ プラットフォームを利用したソフト

ウェア定義型ストレージ、そして Cisco® アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（Cisco ACI™）ソリューションとス

ムーズに統合する Cisco UCS ファブリックによるソフトウェア定義型ネットワーキングが 1 つのシステムになっています。こ

うしたテクノロジーにより接続とハードウェア管理を一元化することで、1 つにまとめられたリソース プールをビジネス ニー

ズに合わせて提供できる、適応性の高い統合クラスタが実現します。

Cisco HyperFlex HX データ プラットフォーム 2.0 オールフラッシュ ストレージ 
Cisco HyperFlex Systems は、エンドツーエンドのソフトウェア定義型インフラストラクチャを目指して設計され、第 1 世代

の製品で妥協していた点を克服しています。Cisco HyperFlex Systems では、オールフラッシュ メモリ ストレージ構成と各

種の管理ツールにより、事前に統合され、1 時間未満で稼働するクラスタが実現します。このクラスタでは、Microsoft SQL 
Server の要件に適合するように、リソースを個別に拡張できます（図 1）。Cisco HyperFlex アーキテクチャの詳細につい

ては、シスコのホワイト ペーパー『Deliver Hyperconvergence with a Next-Generation Platform（次世代プラットフォーム

によるハイパーコンバージェンスの実現）』を参照してください。

図 1.  シスコ独自の機能を搭載した Cisco HyperFlex Systems は次世代のハイパーコンバージド ソリューションを実現 

Cisco HyperFlex Systems で稼働する Microsoft SQL Server 
Cisco HyperFlex HX シリーズのオールフラッシュ ノードでは、SQL Server の利用がサポートされています。SQL Server 
は、単なるバックオフィス サーバではありません。多様なワークロードとユース ケースを持つ、さまざまな商用サーバ アプ

リケーションおよびカスタム サーバ アプリケーションに対応する、バックエンド データベースです。お客様サイトでは次のよ

うなアプリケーションが実行されます。

● エンタープライズ リソース プランニング（ERP）アプリケーション

● Web と連動した e-コマース オンライン トランザクション処理（OLTP）アプリケーション

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/white-paper-c11-736814.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/white-paper-c11-736814.pdf
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● オンライン分析処理（OLAP）アプリケーションとデータ ウェアハウス

● VMware vCenter や Microsoft SharePoint Server などの使い慣れたアプリケーションのバックエンド

Microsoft SQL Server 2016 
Microsoft SQL Server 2016 は、Microsoft のリレーショナル データベース エンジンの最新リリース バージョンです。SQL 
Server 2016 では、リレーショナル エンジンと分析エンジンに、インメモリ OLTP、分析サービス、常時暗号化アプリケーショ

ン、可用性向上、一時データベース（tempdb）ファイルの改善など、多数の新機能と機能強化が加えられています。 

Cisco HyperFlex Systems で稼働する Microsoft SQL Server：VMware のベスト プラクティス 
Cisco HyperFlex System に SQL Server データベースを実装する場合は、

http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/solutions/sql-server-on-vmware-best-
practices-guide.pdf に示す VMware のベスト プラクティスに従ってください。 

次の各項では、SQL Server を効果的に実装するための主要な設計ガイドラインと設定を示します。 

高可用性

高可用性はデータベース管理者にとって非常に重要であるため、管理者は多数のツールを自由に選択・使用してその実現

に取り組んでいます。HX データ プラットフォームでは、ストレージ ファイル システム レイヤに可用性が組み込まれており、

すべてのデータが二重または三重に書き込まれています（レプリケーション ファクタ 2（RF2）またはレプリケーション ファク

タ 3（RF3））。HX データ プラットフォームでは、プライマリ コピーがあるプライマリ ストレージ コントローラを使用できない場

合、仮想マシンに影響を及ぼすことなく、データのコピーをプライマリ に昇格させることができます。ノードまたはハイパーバ

イザの障害から保護するために、クラスタ内の他のノードで仮想マシンを起動するように VMware High Availability（HA）を
設定できます。

SQL Server では、データベース レイヤ自体に高可用性オプションが組み込まれています。使用可能な機能は、導入され

ている SQL Server のエディションによって異なります。これらの高可用性機能については、以下の項で説明します。 

ただし共有ディスクの Microsoft Windows フェールオーバー クラスタは、Network File System（NFS）データ ストアではサ

ポートされません。NFS データ ストアは、SQL Server Always-On 可用性グループを使用した、非共有ディスクの 
Microsoft Windows フェールオーバー クラスタでサポートされます。NFS は、HX データ プラットフォームのデータ ストアに

接続するために使用されます。

Microsoft SQL Server AlwaysOn 可用性グループ 
SQL Server 2012 で初めて導入された AlwaysOn 可用性グループは、共有ストレージを使用しないデータベース ミラーリ

ングに代わるエンタープライズ向け機能です。AlwaysOn 可用性グループは、1 つのプライマリ セットと最大 8 つのセカン

ダリ セット（SQL Server 2012 では 4 つのセカンダリ セット）と同時にフェールオーバーを行う、データベースのセットです。

各セカンダリ レプリカに 2 つの可用性モード（同期と非同期）を選択して適用し、最大 2 つの同期レプリカを設定できます。 

非同期コミット モードは、ディザスタ リカバリや、同期コミット モードのトランザクション遅延の増大が許容されない状況で使

用されます。非同期コミット モードでは常にプライマリ レプリカに対して遅延が発生するため、強制フェールオーバーが必要

になり、データ損失の原因になる可能性があります。

同期コミット モードでは、セカンダリ レプリカによってディスクにログが書き込まれるまで、トランザクションの確認は完了しま

せん。したがってセカンダリ レプリカは、正常な状態のプライマリ レプリカと同期されるため、自動モード（高可用性を強化）

と手動モードの 2 つのフェールオーバー モードを追加で設定できます。 

http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/solutions/sql-server-on-vmware-best-practices-guide.pdf
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/solutions/sql-server-on-vmware-best-practices-guide.pdf
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh510230.aspx
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図 2.  Microsoft SQL Server 可用性グループのベスト プラクティスでは 1 つ以上のコピーを別個の HX データ プラットフォーム ク
ラスタに分離

データベースを導入する場合は、単一障害点を取り除くことで、電源、ネットワーク、または問題の蓄積によってクラスタに

障害が発生した場合の可用性が向上します。それには図 2 に示すように、複数のクラスタが近接する場合は、複数のクラ

スタ全体に可用性グループを拡張することがベスト プラクティスになります。この図では、可用性グループの 1 つの SQL 
Server 仮想マシンが HX クラスタ 1 にあり、もう 1 つの SQL Server 仮想マシンが HX クラスタ 2 にあります。可用性グ

ループ リスナーを複数のサブネットに展開する方法については、この Microsoft Developer Network の記事を参照してく

ださい。可用性グループのコピーを 3 つ以上作成する場合、またはすべてのコピーを 1 つの HX データ プラットフォーム ク
ラスタに配置する必要がある場合は、本書の「VMware Distributed Resource Scheduler のアフィニティ対策ルール」の項

で SQL Server の可用性向上について参照してください。 

データベースのミラーリング

データベースのミラーリングは、SQL Server の将来のバージョンで廃止される予定です。このミラーリングはデータベース

単位で設定され、1 対 1 のデータベースのミラーが作成されるため、完全なリカバリ モデルが必要になります。動作モード

としては、安全（同期）モードと高性能（非同期）モードがあります。基本的な可用性グループは、データベースのミラーリン

グの後継と位置付けられています。

ログ配布

ログ配布とは、トランザクション ログのバックアップを、1 つ以上の別個のセカンダリ サーバにコピーまたは配布することで

す。これらのバックアップは、各セカンダリ データベースに個別に適用されます。

AlwaysOn フェールオーバー クラスタリング 
フェールオーバー クラスタリングでは、Microsoft Windows Server フェールオーバー クラスタリングを使用した、複数の 
SQL Server 間の共有ストレージが必要になります。VMware では、Cisco HyperFlex ストレージ プロトコルである、NFS 
ストレージの AlwaysOn フェールオーバー クラスタリングはサポートされていません。したがって現時点では、SQL Server 
フェールオーバー クラスタリング インスタンスを Cisco HyperFlex システムに導入することはできません。 

サイジングの考慮事項

サイジング要件には複数の要因が関係する可能性があります。

データ重複排除

データ重複排除は、クラスタ内のすべてのストレージ（メモリ、ソリッド ステート ディスク（SSD）ドライブを含む）で使用されま

す。このような頻繁に使用されるブロックのみに対してフィンガープリントとインデックスを作成することにより、少量のメモリ

で高い重複排除率を実現でき、クラスタ ノード内の価値の高いリソースであるメモリを節約できます。重複排除率は SQL 
Server によって異なりますが、多くのお客様が、オペレーティング システムとアプリケーション バイナリ ファイルで大幅な重

複排除を実現しています。トランザクション ログ ファイルとデータベースによって、重複排除率は 2 ～ 15 % の範囲と低くな

ります。

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh213080.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt614935.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189134.aspx
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インライン圧縮

HX データ プラットフォームではデータ セットに対して高性能のインライン圧縮を行うことで、パフォーマンスを損なうことなく

ストレージ容量を節約できます。新規の変更は圧縮されて新しい場所に書き込まれ、既存の（古い）データは削除用にマー

クされます（そのデータをスナップショット内で保持する必要がある場合を除く）。変更されたデータは、書き込み操作に先

立って読み取る必要がないため、典型的に発生する読み取り-変更-書き込みペナルティが回避され、書き込みのパフォー

マンスが大幅に向上します。SQL Server のクラスタ全体の圧縮率は、平均 30 ～ 35 % の範囲になります。ただし OS レ
ベルのファイル システム暗号化やデータベース暗号化などの一部のオプションでは、圧縮率が大幅に低下します。

シン プロビジョニング

このプラットフォームでは、予測に基づいてディスク容量を購入してインストールする必要がないため、長期間使用されない

ままになるリスクを避けられ、ストレージを効率的に使用できます。仮想データ コンテナ（データ ストアおよび仮想マシン

ディスク（VMDK）ファイル）では、アプリケーションに多量の論理スペースが提供されます。一方、必要な物理記憶域の量

は、書き込まれるデータによって決定されます。ビジネス要件に応じて、既存ノードのストレージを拡張したり、ストレージ集

約型ノードを追加してクラスタを拡張したりできます。必要になる前の段階で容量確保のためにストレージを購入しておく必

要性はなくなります。

データベースとログ ファイルのサイジング

データベースにデータが書き込まれることで、ユーザのデータベース ファイルとトランザクション ログは拡大します。これら

のファイルの動作は、リカバリ モデルによって異なります。通常、実稼働データベースがバックアップされるとき、バックアッ

プするファイルと目標復旧時点（RPO）は、リカバリ モデルによって決定されます。データベース ファイルの空き領域が使い

果たされた場合、ファイルを大きくする必要があります。このアクションによってファイルの拡張またはゼロの書き込み操作

が行われるため、トランザクションの I/O 処理が一時停止し、パフォーマンスに影響する可能性があります。リカバリ モデル

の種類にかかわらず、トランザクション ログは、データベースのサービス レベル契約（SLA）に従い、次回の定期バックアッ

プや複数の定期バックアップまでに、スペースが枯渇してバックアップ ジョブが失敗しないサイズにまで拡大する必要があ

ります。

バックアップ操作が完了すると、ログ内のトランザクションが解放され、トランザクション ログが書き込み操作に使用できるス

ペースが増えます。それによりほとんどの実稼働データベースで、トランザクション ログ ファイルのサイズがディスク上で物

理的に増えることがなくなります。ログ スペースの使用状況をモニタリングする方法については、Microsoft Developer 
Network の記事「Manage the Size of the Transaction Log File（トランザクション ログ ファイルのサイズを管理する）」を

参照してください。

シンプルなリカバリ モデルにより、トランザクション ログでの循環ロギングが可能になります。シンプルなリカバリ モデルで

はトランザクション ログがバックアップされないため、データベースのリカバリは、データ損失時点以後のトランザクションの

バックアップ操作のみ行うことができます。完全リカバリ モデルでは、トランザクション ログとデータベースの両方がバック

アップされるため、ポイントインタイムの復元操作とロールフォワード リカバリの両方が可能です。SQL Server でのバック

アップと復元操作の詳細については、『Understanding How Restore and Recovery of Backups Work in SQL Server
（SQL Server でのバックアップの復元およびリカバリの仕組みを理解する）』を参照してください。 

データベース ファイルは拡張したり縮小したりします。SQL Server データベース管理者（DBA）は、次の戦略を含む複数の

方法で、データベース ファイル変更の影響を制限できます。

● データベース ファイルに十分な空き領域を確保し、ファイルを拡張する必要性をなくす。

● ファイル サイズをモニタリングするか、アラートを設定して、定期的（特にオフピーク時）にファイルを手動で拡張さ

せる。

● モニタリング エラーに対する緊急時戦略として、パーセンテージではなく特定のサイズを指定した自動拡張設定を

行う。自動拡張を有効にする場合は、データベースの最大サイズを設定して、ディスク容量が不足しないようにしま

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189275.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms365418.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms191455(v=sql.105).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms191455(v=sql.105).aspx
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す。データベースによってディスク全体（VMDK）がいっぱいになると、可用性に影響します。最大サイズを設定して

も、ファイル システムの制限に達する前にスペースが枯渇することが SQL Server から通知されるだけですが、ベ

スト プラクティスであることに変わりはありません。VMDK に複数のファイルがある場合は、1 つのファイルがその

他のファイルのディスク領域を使い切らないように調整できます。従来のストレージ システムではこのシナリオは致

命的になり、大幅なダウンタイムが発生する可能性があります。HX データ プラットフォームでは、いずれかのレイ

ヤで空き領域がなくなった場合に VMDK またはデータ ストアを拡張するのは簡単ですが、このシナリオは SQL 
Server の可用性に影響する可能性があります。 

● 手動でデータベース ファイルを縮小することが効果的に思えますが、パフォーマンスに対する影響が大きいため、

慎重に行ってください。自動圧縮がデフォルトで無効になっているのには理由があります。自動拡張と自動圧縮を

同時に設定すると不要なオーバーヘッドが発生するため、自動圧縮は慎重に考慮した上で有効にしてください。

● 即時ファイル初期化機能を使用すると、SQL Server がデータベースの拡張ファイルに 0 を書き込んでディスク上

のデータを上書きすることがないため、瞬時に拡張できます。即時ファイル初期化は、トランスペアレント データ暗

号化（TDE）機能と合わせて使用することはできません。また権限の追加には、SQL Server サービス アカウントが

必要になります。削除されたディスクの内容はゼロ化されず、新しいデータがファイルに書き込まれるときに上書き

されるだけなので、削除された内容に不正にアクセスされる可能性があります。即時ファイル初期化を有効にする

場合は、セキュリティ上の問題を慎重に考慮してください。いずれの場合も、分離されたデータ ファイルとバックアッ

プには、制限的な任意アクセス制御リスト（DACL）を適用する必要があります。

データベース ファイルの選択

最小規模のデータベースには、1 つのトランザクション ログ ファイル（LDF）とデータベース ファイル（MDF）があります。

データベース ファイルはプライマリ ファイル グループの一部であり、このグループにはさらにデータ ファイルを追加できま

す。追加されたこれらのデータベース ファイル（NDF）を個別の VMDK に配置すると、データベースの集約キュー深度を増

加できます。4 つの VMware Paravirtual Small Computer System Interface（PVSCSI）コントローラ全体でラウンドロビン

設定を行い、データベース トラフィックの 1000 I/O 操作回数/秒（IOP）ごとに、別個の VMDK に別個のデータベース ファイ

ルを追加することを検討してください。

Tempdb ファイルの選択 
Tempdb は、SQL Server インスタンス内のすべてのデータベースが使用できる、一時データ用の共有データベース ファイ

ルです。これは多くのワークロードの競合ポイントになります。従来 Tempdb はユーザ データベースおよびトランザクション 
ログとは分離されていたため、多くのデータベース管理者が慎重を期して、分離された VMDK に tempdb ファイルと一時ロ

グ（templog）ファイルを配置していました。ほとんどの小規模の SQL Server 実装では、このように慎重な分離は必要とさ

れませんが、多くの SQL Server インスタンスでは、tempdb ファイル グループにファイルを追加することには利点がありま

す。SQL Server 2016 ではファイル数が調整され、デフォルトの 8 か、仮想マシンに割り当てられているコア数のいずれか

小さいほうの値が適用されます。SQL Server の他のバージョンについては、それぞれのガイダンスに従ってください。 

tempdb での競合については、PAGEIOLATCH_XX で確認できます。競合が特定されたら、最初に tempdb ファイルを

ファイル グループに追加します。まれに、大量のデータを一括で挿入するなどの場合には、複数の PVSCSI コントローラに

分散された個別の VMDK に tempdb ファイルを分割します。 

論理ユニット番号のレイアウトの選択

仮想マシンでは、論理ユニット番号（LUN）、または論理ディスクは、Cisco HyperFlex データ ストアに保存されている 
VMDK ファイルを示します。通常、Microsoft Windows 仮想マシンにディスクを追加すると、そのディスクはオフラインにな

ります。ディスクを使用するには、オンラインにして初期化し、フォーマットする必要があります。

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189035.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175935.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa374872(v=vs.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189563.aspx
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlgardner/2011/12/05/identifying-contention-in-tempdb/
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グローバル一意識別子パーティション テーブルの選択

初期化を行う場合は、グローバル一意識別子（GUID）パーティション テーブル（GPT）が推奨されます。ファイル システム

の冗長性が十分に確保されていて、2 テラバイト（TB）を超えるパーティションに使用できるためです。 

アロケーション ユニット サイズの選択

フォーマットを行う場合、Microsoft は 64 KB のアロケーション ユニット サイズ（AUS）（クラスタ サイズとも呼ぶ）を選択す

ることを推奨しています。設定をデフォルトのままにする場合、非常に大きなパーティショニングを行うまでは、サイズは 4 
KB になります。tempdb、templog、ユーザ データベース、およびユーザ トランザクション ログを保管するディスクには、64 
KB AUS が推奨されます。 

ページ ファイル、OS、Tempdb、データベース、ログの分離 
多くのお客様が、数十から数百ものデータベースを運用しています。これらのデータベースのほとんどでは、必要とされる

IOP は非常に小さく、ワークロードとファイル タイプを慎重に分離することも保証されていません。データベースが拡大する

場合、または Tier 1 データベースである少数のデータベースの場合には、あらゆる要素を分離することでパフォーマンスが

向上し、少なくともファイル システムのフラグメンテーションが防止されます。理想としては、最大 4 つの PVSCSI コント

ローラに分散された個別の VMDK に、あらゆる要素を分離すべきです。その場合は、分離された VMDK でページ ファイ

ルのサイズを 1 x RAM + 257 MB にし、完全なメモリ ダンプを保存できるようにする方法が推奨されます。お客様によって

は、カーネル メモリ ダンプが可能な空き領域があれば十分な場合があります。カーネル ダンプのサイジングについては、

Microsoft のブログ「Page File the Definitive Guide（ページ ファイル ガイド）」を参照してください。ファイル サイズの詳細

については、Microsoft のブログ「Windows Page File and SQL Server（Windows ページ ファイルと SQL Server）」を参

照してください。

最適なパフォーマンスを得るには、データベースのデータ ファイルとログ ファイルを、複数の PVSCSI コントローラに分散し

ます。各コントローラの番号は 0 から 3 です。コロンに続く 2 つ目の番号は、LUN 番号またはディスク番号です。たとえば

図 3 の「2:0」は、ディスク 0 のコントローラ 2 を示しています。 

https://support.microsoft.com/en-us/kb/889654
https://support.microsoft.com/en-us/kb/889654
https://blogs.technet.microsoft.com/motiba/2015/10/15/page-file-the-definitive-guide/
https://blogs.msdn.microsoft.com/buckwoody/2010/06/29/the-windows-page-file-and-sql-server/
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図 3.  各 VMDK のコントローラにラウンドロビン ロード バランシングが設定された、4 つの PVSCSI コントローラ 

Maximum Degree of Parallelism 
Maximum Degree of Parallelism（MAXDOP）設定は、並列プランでのクエリに使用するプロセッサ数を制御するために使

用します。従来この設定は、クエリが優先されて他の操作の遅延が増大することを防止し、またクエリを Non-Uniform 
Memory Access（NUMA）ノード（物理プロセッサ）に限定するために使用されていました。この値は、サーバ プロパティの 
[詳細設定（Advanced）] ページで設定できます。設定した値は Transact-SQL（T-SQL）クエリによって呼び出されます。

SQL Server 2016 では、範囲設定機能によって、この設定をデータベースに直接適用することができます。サーバに 2 つ
のソケットと 8 つのコアがある場合は、パラレリズムの最大限度を 8 に設定します。ただしほとんどの導入では、デフォルト

設定の 0 で十分なはずです。実稼働ワークロードで変更の影響をテストした後では、この設定の変更は慎重に考慮した上

で行ってください。

Microsoft SQL Server の最大および最小メモリ 
仮想マシンが正常に稼働するように、SQL Server のメモリ設定オプションを設定します。オペレーティング システムや、仮

想マシン内のその他のアプリケーションが正常に機能するように、VMware は最大メモリを、仮想マシンに割り当てられて

いるメモリよりも数ギガバイト低く設定することを推奨しています。メモリが不足しているときに VMware ESX が SQL 
Server のメモリを利用しないように、最小メモリは適切な量に設定する必要があります。 

メモリ内のページのロック

メモリ内でページをロックすることで、ページング ファイルにデータがページングされることを防止できます。Tier 1 データ

ベースでは、ページをロックして SQL Server の最小メモリを設定することで、ESX のバルーン ドライバが SQL Server の
仮想マシンのメモリ領域にまで膨張して SQL Server のパフォーマンスに影響することを防止できます。 

https://support.microsoft.com/en-us/kb/2806535
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt629158.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178067.aspx
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/solutions/sql-server-on-vmware-best-practices-guide.pdf
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190730.aspx
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インメモリ OLTP 
Cisco HyperFlex システムの最小構成は、Cisco HyperFlex HX220c オールフラッシュ ノードの 128 GB と、Cisco 
HyperFlex HX240c オールフラッシュ ノードの 256 GB です。どちらのサーバ構成でも、ノードあたり最大 1.5 TB までメモ

リを増設できます。一般的な 4 ノードの導入では、クラスタで 512 GB から 6 TB の RAM が得られるということは、わずか

数年前と比べても桁違いのメモリ量になります。SQL Server 2016 SP1 以降、64 ビット SQL Server Standard、Web、
Express の各バージョンに、インメモリ OLTP が追加されています。SQL Server Enterprise には OS 以外の制限はなく、

SQL Server Standard では最大 64 GB の RAM と、データベースあたり 32 GB のインメモリ OLTP クォータを使用できま

す。ソリューションのサイジングを行う場合は、追加メモリを購入し、SQL Server に割り当てて、各種のインメモリ OLTP 機
能を有効にすることを検討してください。それらの機能によってパフォーマンスが大幅に、場合によっては桁違いに向上し

ます。

一例として、メモリ最適化テーブルを使用する機能があります。メモリ最適化テーブルはデフォルトで完全な耐久性を備えて

おり、アトミック性、一貫性、分離性、耐久性（ACID）の要件を満たしています。テーブル行はメモリに対して読み書きされる

ため、フラッシュ ストレージを使用した場合に比べても、速度と応答時間が大幅に向上します。メモリ最適化テーブルを使用

する場合は、仮想マシンに十分なメモリを割り当てて、メモリ予約をテーブルで必要とされる以上の値に設定してください。

ほとんどの場合で、バージョン管理とロギングの両方を維持するために、インメモリ データの保管に必要なメモリの 3 ～ 4 
倍の値に設定することがガイドラインとして推奨されます。テーブル、インデックス、バージョン管理、変数、拡大のサイジン

グを正確に行う方法については、Microsoft Developer Network の記事「Estimate Memory Requirements for Memory-
Optimized Tables（メモリ最適化テーブルのメモリ要件の推定）」を参照してください。 

トレース フラグ

トレース フラグは SQL Server の動作を変更するために使用しますが、ここに示すような一部のフラグは大きな影響を及ぼ

します。これらのトレース フラグはグローバルに作用します。SQL Server 2016 では、alter database scoped 
configuration T-SQL コマンドを使用することで、これらのほとんどのフラグを各データベースに対して設定できます。ほと

んどのトレース フラグの動作が、SQL Server 2016 ではデフォルトで設定されるようになりました。SQL Server の旧バー

ジョンの設定を以下に示します。

トレース フラグ 1118  
トレース フラグ 1118 では、単一ページの割り当てが削除され、共有グローバル割り当てマップ（SGAM）のページの競合

が軽減されます。このフラグ設定は、tempdb やその他のデータベースに十分なファイルを確保して PAGEIOLATCH 競合

を軽減させる設定と合わせて設定することで、パフォーマンスを向上できます。tempdb で同じ機能がデフォルトで有効に

なっているため、このトレース フラグは SQL Server 2016 では不要です。この機能はユーザ データベースでもデフォルト

で有効になっています。これは次の T-SQL コマンドによって無効にすることができます。 

ALTER DATABASE <dbname> SET MIXED_PAGE_ALLOCATION { ON | OFF } 

トレース フラグ 1117 
トレース フラグ 1117 は、データ ファイルを均一に増大させるために使用します。この機能は、SQL Server 2016 の 
tempdb でデフォルトで有効になっています。ユーザ データベースではこの機能がデフォルトで無効になっています。これ

は次に示す T-SQL コマンドで有効にすることができます。データベースに複数のファイル グループが含まれている場合

は、各ファイル グループで AUTOGROW_ALL_FILES 設定を有効にする必要があります。最高のパフォーマンスを得る

には、ユーザ データベースのファイル数を複数にし、均一に増大させます。

ALTER DATABASE <dbname> MODIFY FILEGROUP <filegroup> { AUTOGROW_ALL_FILES | 
AUTOGROW_SINGLE_FILE }  

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn133165.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
https://msdn.microsoft.com/library/dn282389.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/dn282389.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188396.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt629158.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt629158.aspx
http://support.microsoft.com/kb/328551
https://msdn.microsoft.com/en-US/library/bb522682.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb522469.aspx
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トレース フラグ 834 
トレース フラグ 834 では、最小 8 GB メモリの仮想マシンでサイズの大きなページを有効にすることができます。パフォー

マンスが向上しますが、メモリ内でロックされたページを SQL Server サービス アカウントに割り当てる必要があります。す

べてのバッファ プール メモリが起動時に割り当てられるため、一部のクエリのパフォーマンスが向上し、SQL の最大メモリ

を設定する必要性が増大します。従来の VMware パフォーマンス ホワイト ペーパーでは、このトレース フラグが推奨され

ています。このフラグを使用する場合は、列ストア インデックス機能を使用しないようにしてください。これを使用すると、パ

フォーマンス上の重大な問題の原因になる場合があります。トレース フラグ 834 と列ストア インデックスの両方を確認でき

る、Microsoft が公開しているサンプル スクリプトについては、こちらをクリックしてください。 

Microsoft SQL Server の起動オプション 
SQL Server –E 起動オプションでは、ファイル グループごとに複数のエクステントが割り当てられます。この設定により、

ユーザがほとんどないデータ ウェアハウス環境のパフォーマンスが向上します。多数のユーザが使用する OLTP 環境で

は、この設定によってパフォーマンスが低下する場合があります。

Microsoft SQL Server ライセンス 
Microsoft ではバージョンの異なる SQL Server ライセンスを提供しています。それぞれに各種のエディションがあり、さま

ざまな方法で提供されるため、ライセンスの具体的な条件については Microsoft までお問い合わせください。SQL Server 
には複数のエディションがあります。サービス プロバイダー環境向けの Web エディション、無料の Express エディション、

非実稼働向けの Developer エディション、そして最も一般的に使用されている Standard エディションと Enterprise エディ

ションです。Standard エディションは、物理サーバまたはコア単位でライセンスが供与されます。Enterprise エディションは

コア単位でライセンスが供与されます。Cisco HyperFlex 2.0 は VMware vSphere に導入されるため、この例では仮想環

境での SQL Server 2016 のライセンスを中心に示します。 

Standard ライセンス 
SQL Server 2016 の Standard エディションでは 2 つの方法でライセンスが提供されます。SQL Server ライセンスとデー

タベースにアクセスするユーザ用のクライアント アクセス ライセンス（CAL）と、CAL を必要としない、サーバ コアに基づくラ

イセンスの 2 つです。Standard エディションにはスケーラビリティの面で制約があります。このエディションで使用できるの

は CPU ソケット x 4、CPU コア x 24、128 GB のメモリまでです。また廃止されたデータベース ミラーリング機能と同様

に、2 ノードの基本的な可用性グループで使用できる可用性データベースは 1 つだけです。 

Enterprise ライセンス 
SQL Server 2016 の Enterprise エディションでは、物理サーバ内のすべてのコア、または仮想マシン内のすべてのコアを

対象に、サーバ コア単位でライセンスが供与されます。最小コア数は 4 コアです。Enterprise エディションのスケーラビリ

ティはほとんどの場合、オペレーティング システムの最大スケーラビリティに制限されます。Enterprise エディションではソ

フトウェア アシュアランスを追加することで、ライセンス モビリティによるライセンス移行が柔軟になります。

完全なライセンスが適用されたアクティブな各仮想マシンに対して、可用性グループ、ログ配布、データベース ミラーリング

のターゲットなど、1 つのライセンス フリーの SQL Server パッシブ仮想マシンを構成できます。ただし、仮想マシンがパッ

シブであるためスタンバイ専用となり、アクティブな仮想マシンが停止した場合のみアクティブ専用になります。セカンダリ可

用性グループをアクティブな読み取り専用データベースのコピーにする場合、またはセカンダリ インスタンスからバックアッ

プ コピーを作成する場合は、そのインスタンスに完全なライセンスを適用する必要があります。最初の無料の仮想マシンを

除き、すべてのパッシブ セカンダリ仮想マシンではライセンスが必要です。SQL Server インスタンスが独立してフェール

オーバー可能な場合は、それぞれの SQL Server OS 環境（OSE）では個別のライセンスが必要になります。SQL Server 
の導入を設計する場合は、SQL Server のライセンスを慎重に検討してください。 

http://www.vmware.com/techpapers/2008/large-page-performance-1039.html
https://support.microsoft.com/en-us/help/3210239/interoperability-of-columnstore-indexes-with-large-page-memory-model-in-sql-server
https://support.microsoft.com/en-us/help/3210239/interoperability-of-columnstore-indexes-with-large-page-memory-model-in-sql-server
https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/How-to-detect-trace-flag-1ce1152a
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2016-pricing
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-editions-standard
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt614935.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-editions-enterprise
http://download.microsoft.com/download/9/C/6/9C6EB70A-8D52-48F4-9F04-08970411B7A3/SQL_Server_2016_Licensing_Guide_EN_US.pdf
http://download.microsoft.com/download/9/C/6/9C6EB70A-8D52-48F4-9F04-08970411B7A3/SQL_Server_2016_Licensing_Guide_EN_US.pdf
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データ保護

Cisco HyperFlex システムでは、迅速なバックアップのためのスナップショットと、迅速かつ効率的なテストと開発を可能に

するレプリケーションとクローンがサポートされています。

スナップショット

HX Data Platform はメタデータベースのゼロコピー スナップショットを使用して、バックアップ操作やリモート レプリケーショ

ンを容易にします。これらの機能は、データを常時利用できる必要がある企業にとって極めて重要です。スペース効率の高

いスナップショットにより、物理ストレージ容量の消費を心配せずに、データのオンライン バックアップを頻繁に実行できま

す。スナップショット データはバックアップ リポジトリに移動することができ、またスナップショットが保持されている場合は、

ただちに復元することが可能です。

● 高速なスナップショットの更新：スナップショットに変更されたデータが含まれている場合、新しい場所に書き込ま

れ、メタデータが更新されます。読み取り、変更、書き込みという手順を実行する必要はありません。

● 高速なスナップショットの削除：スナップショットは迅速に削除できます。このプラットフォームでは、少量のメタデータ

を削除するだけで済みます。デルタディスク技術を使用するソリューションで必要となる、長時間の統合プロセスは

不要です。

多くの基本的なバックアップ アプリケーションでは、データ セット全体、または前回のバックアップ以降に変更されたすべて

のブロックが、ストレージあるいはオペレーティング システムが処理可能な速度で読み取られます。Cisco HyperFlex シス

テムは Cisco UCS を基盤にして構築されており、各ホストで非常に高速な 10 ギガビット イーサネットが使用されるため、

少数の同時バックアップ ジョブでもバックアップ スループットが 1 秒あたり何ギガバイトにも達します。そのため、このプロ

セスはパフォーマンスに影響します。Microsoft Windows Server Backup などの基本的なバックアップ アプリケーション、

特に何らかの形式のブロック変更トラッキングを使用する初回のバックアップ操作などは、ピーク時以外の時間にスケ

ジュールする必要があります。

Veeam Backup and Replication v9.5 などのフル機能のバックアップ アプリケーションでは、バックアップ アプリケーション

が利用できるスループットを制限して、遅延の影響を受けやすいアプリケーションを稼働時間中に保護できます。Veeam 
v9.5 Update 2 のリリースによって、Veeam は HX データ プラットフォームのネイティブ スナップショットを製品に統合した

最初のパートナーになりました。HX データ プラットフォームのネイティブ スナップショットでは、デルタディスク スナップ

ショットのパフォーマンス低下が発生せず、またスナップショットを削除するために、スナップショット統合中に多量のディスク

I/O 操作を行う必要はありません。 

SQL Server 管理者にとって特に重要になるのは、アプリケーション認識型の Microsoft Volume Shadow Copy Service
（VSS）休止スナップショットを作成する機能です。Veeam Explorer for SQL Server では、VSS フレームワーク内でのトラ

ンザクション レベルのリカバリが可能です。また Veeam Explorer for SQL Server では、バックアップ復元ポイント、特定

の時点までのログ再生、または特定のトランザクションまでのログ再生から、SQL Server データベースを復元できます。そ

の際に、仮想マシンまたは SQL Server サービスをオフラインにする必要はありません。 

クローン

HX データ プラットフォームでは、クローンは書き込み可能なスナップショットです。テスト環境や開発環境用に、SQL 
Server インフラストラクチャのコピーを迅速にプロビジョニングするために使用します。高速でスペース効率の高いクローン

によって、ストレージ ボリュームのレプリケーションが迅速になるため、仮想マシンをメタデータ操作だけでレプリケートする

ことが可能になります。クローンでは、仮想マシンでデータが書き込まれるか変更された場合のみ、ディスク領域が消費さ

れます。このアプローチでは、何百個ものクローンの作成や削除を数分で行えます。フルコピー方式と比較すると、このアプ

ローチは時間を大幅に節約し、IT の俊敏性や生産性を高められます。SQL Server 管理者は実稼働データベースを簡単
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に複製して、SQL Server、Windows、またはカスタム フロントエンド アプリケーションのパッチやアップデートと互換性をテ

ストできます。テストが完了したら、クローンは簡単に削除できます。

ストレージ構成：追加データ ストアの構成

HX データ プラットフォームのほとんどの導入では、1 つのデータ ストアで十分であり、それによって管理対象も少なくなり

ます。HX データ プラットフォームは分散ファイル システムであるため、データをローカルに保持する従来のシステムで発生

するような問題に影響されません。VMDK は、物理ノードで利用可能なストレージに保持される必要はありません。設定さ

れたコピー数のデータを保存する領域がクラスタ内にあれば、VMDK を保持することができます。同様に、仮想マシンをク

ラスタ内の別のノードに移動するのは、ホスト移行になるため、データ自体は移動しません。

ただし場合によっては、データ ストアを追加することが有効な場合もあります。たとえば、管理者が HX データ プラット

フォームのデータ ストアを追加して、論理的な分離を行うことがあります。パフォーマンス メトリックはデータ ストア レベル

にフィルタリングできるため、ワークロードまたは仮想マシンの分離が必要になる場合があります。データ ストアはクラスタ

にシン プロビジョニングされます。ただし、データ ストアの作成時にデータ ストアの最大サイズを設定することで、ワーク

ロード、一連の仮想マシン、またはエンド ユーザのディスク領域がクラスタ全体で枯渇して他の仮想マシンに影響すること

を防止できます。

追加データ ストアのもう 1 つの効果的な用途は、高性能の SQL Server でスループットと遅延を改善することです。ESX 
ホスト上のすべての仮想マシンでの累積 IOP が 10,000 IOP を超えると、システムのキュー深度に到達してしまいます。

ESXTOP では、物理ディスクの NFS ボリュームで、アクティブなコマンドとコマンド カウンタをモニタリングする必要があり

ます。SQL Server 自体が 10,000 IOP を超えた場合は、複数のデータベース ファイルをファイル グループに含め、それら

のファイルを複数の HX データ プラットフォーム データ ストアに配置する必要があります。 

仮想マシンの構成

このセクションでは、仮想マシンの構成に関するベスト プラクティスを示します。

SCSI コントローラ 
ディスク I/O はスタック内の多数のレベルでキューイングされるため、ボトルネックが発生する場所を把握することは、設計

上の決定に役立ちます。仮想マシンで最も影響の大きい要素は、SCSI コントローラに設定されたキュー深度です。仮想マ

シンでは、デフォルトで LSI Logic 製 SAS SCSI コントローラが使用されます。キュー深度は 32 で、これは変更できませ

ん。これに対して VMware では、デフォルトのキュー深度が 64 である PVSCSI コントローラを推奨しています。SQL 
Server が動作する仮想マシンで、必要とする IOP が 1000 未満であれば、多くの場合デフォルト設定で十分であるため、

ハイパーコンバージェンスが簡素化されます。ただし経験のある SQL Server 管理者であれば、さらに慎重を期して、別の

ディスクにあらゆる要素を分離することがあります。Cisco HyperFlex では、SQL Server で PVSCSI コントローラを使用す

ることがベスト プラクティスになります。

従来、PVSCSI コントローラはブート デバイスとしてはサポートされていませんでした。仮想マシンには最大 4 つの SCSI 
コントローラを設定できるため、1 つをブート用に使用し、さらに最大 3 つの PVSCSI コントローラをデータベースとトランザ

クション ログに使用してきました。Windows Server の最新バージョンでは、ドライバが Windows に正常にインストールさ

れたことを確認した後で、元のコントローラ（SCSI コントローラ 0）を PVSCSI に変更できます。 

PVSCSI のキュー深度 
SQL Server を導入する際には、多くの場合デフォルト設定で十分です。ただしデータベースが 1000 IOP のしきい値に近

づいた場合は、VMware ナレッジベースに示すように、PVSCSI のキュー深度をデフォルトの 64 から 254 に増やすことを

検討してください。その場合は、RequestRingPages と MaxQueueDepth の値を、それぞれ 32 と 254 に増やす必要があ

ります。キュー深度は SCSI コントローラごとに設定するため、PVSCI コントローラを追加して、仮想マシンが保持できる未

処理の IOPS の合計数を増やすことを考慮してください。 

https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1008205
https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1010398
https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2053145
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キュー深度が不足していることを表す現象としては、Cisco HyperFlex のユーザ インターフェイスまたは ESXTOP に表示

される Cisco HyperFlex パフォーマンス チャートに示す遅延と比較して、ゲスト システムの遅延が 10 % 以上大きくなるこ

とが挙げられます。既存のライブ環境でこの値を確認するには、コントローラ上のすべての VMDK におけるアクティブな

キュー深度の累積が、集中的な I/O 処理中のコントローラのキュー深度より大きい状態が続いているかどうかを、

Windows Performance Monitor でチェックしてください。たとえば、別個の VMDK にある 2 つのデータベース ファイルで、

LSI SAS コントローラの使用中にキューが急増して 80 の状態が続行している場合は、PVSCSI に切り替えることで、コン

トローラのキュー深度を 2 倍（32 から 64）にできます。各 VMDK を PVSCSI コントローラに配置することで、最大キュー深

度がさらに 2 倍（合計 64 からそれぞれ 64、つまり 128）になります。PVSCSI キューのレジストリ設定を 64 から 254 に変

更すれば、この例ではデータベースで使用可能な最大キュー深度が 128 から 508 になります。 

VMDK のレイアウト 
小型の SQL Server は、1 つの VMDK として、すべての要素を含め C: ドライブだけで十分に実行できます。データベース

で IOP 数が増加した場合は、ワークロードを個別の VMDK に分離することでパフォーマンスが向上します。すべてのワー

クロードを個々の VMDK に分離することがベスト プラクティスになります。オペレーティング システム、ページング ファイ

ル、SQL Server のバイナリ ファイル、tempdb、tempdb トランザクション ログ、ユーザ データベース、ユーザ トランザク

ション ログごとに、別個の VMDK を作成します。LUN のレイアウト ガイダンスに従い、導入する tempdb ファイル数とユー

ザ データベース ファイル数の両方を考慮してください。

VMXNET3 ネットワーク インターフェイス カード 
仮想マシンの帯域幅が毎秒 1 ギガビットに近づいた場合は、デフォルトの VMware E1000 ネットワーク カードから 
VMXNET3 ネットワーク インターフェイス カード（NIC）に切り替えることを検討してください。VMXNET3 は最高のパフォー

マンスが得られるように設計されており、VMware ツールのインストールが必要になります。VMXNET3 NIC で受信側ス

ケーリング（RSS）を有効にすることで、ネットワーク ドライバによって着信 TCP トラフィックが VMXNET3 アダプタのゲスト

仮想マシン内の複数の CPU に分散されます。 

仮想 CPU NUMA  
仮想 CPU NUMA（vNUMA）により、NUMA（Non-Uniform Memory Access）トポロジがゲスト オペレーティング システム

に提供されます。マルチソケット マザーボードではメモリ DIMM がソケットに割り当てられるため、他のソケットに割り当てら

れているメモリにアクセスしたときに、CPU で実行中のプロセスのパフォーマンスが低下します。シンプルなガイドラインとし

て、CPU コア数を物理 CPU 上の 1 つの NUMA ノードにある CPU コア数以下にして、仮想マシンのサイジングを行う方

法があります。ほとんどの場合、そのコア数がプロセッサのコア数になりますが、該当しない場合もあります。さらにコアが

必要な場合は、NUMA ノードで複数のコアを使用します。 

仮想ソケットあたりの仮想コア数

仮想マシンを設定する場合は、仮想ソケット（vSocket）の数と、ソケットあたりの仮想コア（vCore）の数の両方を設定できま

す。VMware では、ソケットあたりコア数を 1 に設定し、SQL Server 仮想マシンに CPU を割り当てながら仮想ソケット数を

増やしていくことを推奨しています。

高性能 VMware ESX ポリシー 
Cisco HyperFlex システムでは、ESX 電源ポリシーが [ハイ パフォーマンス（High Performance）] に設定されます。この

設定を [ハイ パフォーマンス（High Performance）] に維持することが、ストレージ コントローラのパフォーマンスにとって重

要です。

CPU とメモリ予約 
SQL Server はリソースを大量に消費するため、ハイパーバイザ、オペレーティング システム、および SQL Server がコン

ピューティング リソースとメモリ リソースに関して競合しないように、慎重に調整する必要があります。先に説明したように、

SQL Server レイヤでは SQL Server の最小および最大メモリを設定できますが、管理者は他の仮想マシンをオーバープ

https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1001805
https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/network/introduction-to-receive-side-scaling
https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/network/introduction-to-receive-side-scaling
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/vmware-perfbest-practices-vsphere6-0-white-paper.pdf
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/vmware-perfbest-practices-vsphere6-0-white-paper.pdf
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ロビジョニングする傾向にあります。SQL Server 仮想マシンでメモリと CPU 予約を設定するという予防策を講じることで、

オーバープロビジョニングされたサイズの小さい仮想マシンによる予期しないリソース消費を防止できます。仮想マシンでパ

フォーマンスが最重要である場合は、プロビジョニングされたメモリと同量のメモリを予約し、仮想マシンのリソース割り当て

設定で、数メガサイクルに相当する少なくとも 1 つの CPU コアを予約します。 

[SQL Server ユーザ権限（SQL Server User Right）] > [メモリのページをロック（Lock Pages in Memory）] オプションを設

定している場合は、仮想マシンで予約したメモリが、仮想マシンに割り当てたメモリ量に一致するようにします。VMware で
は次の式に従って、仮想マシンの SQL Server で予約するメモリ量を見積ることを推奨しています。 

SQL Server の最大メモリ = 仮想マシンのメモリ – スレッド スタック – OS メモリ – 仮想マシンのオーバーヘッド 

スレッド スタック = SQL Server の最大ワーカー スレッド X スレッド スタック サイズ 

スレッド スタック サイズ = x86 で 1 MB 

スレッド スタック サイズ = x64 で 2 MB 

スレッド スタック サイズ = ia64 で 4 MB 

OS メモリ = 4 CPU コアごとに 1 GB 

VMware ESX の構成 
この項では、VMware ESX の構成に関するベスト プラクティスを示します。 

VMware vSphere Storage I/O Control 
VMware vSphere Storage I/O Control（SIOC）を使用することで、ノイズが多いネイバーがストレージ I/O 領域をすべて消

費してしまい、クラスタ内の他の仮想マシンが必要とする、クラスタの合計 IOP の一部である I/O 領域の断片が枯渇するこ

とを防止します。ただし SIOC では I/O のサイズが区別されないため、データ ストア単位で有効になり、遅延しきい値が設

定されます。しきい値に達すると、データ ストアの I/O 処理全体にシンプルな Quality of Service（QoS）ポリシーが適用さ

れます。

VMware ESX の reqCallThreshold 値 
デフォルトでは、ESX の reqCallThreshold 値は 8 です。これは、しきい値に達するまで、仮想ホスト バス アダプタ

（vHBA）キュー内の I/O が下位のレイヤにフラッシュされないことを意味します。VMware バージョン 11 ハードウェアを使

用した、遅延の影響を受けやすいデータベースでは、この値が小さくなると遅延が低減する場合があります。この値は、仮

想マシンの VMware VMX ファイルで、または ESX でグローバルに小さくすることができます。正確な設定については、

VMware のホワイト ペーパー「Performance Best Practices for VMware vSphere 6.0（VMware vSphere 6.0 のパ

フォーマンスのベスト プラクティス）」を参照してください。

VMware Distributed Resource Scheduler のアフィニティ対策ルール 
SQL Server で AlwaysOn 可用性グループなどの高可用性機能を使用する場合は、VMware Distributed Resource 
Scheduler（DRS）でアフィニティ対策ルールを設定し、可用性グループに参加している各仮想マシンを異なる物理ホストに

分離するように指示します。2 つのコピーの可用性グループ内で両方の仮想マシンが同じ物理サーバに置かれている場合

に、そのサーバに障害が発生すると、データのすべてのコピーが VMware HA と合わせて新しいホストに移動されますが、

SQL Server が停止します。アフィニティ対策ルールによって、VMware では仮想マシンが分離されることでホストが分離さ

れ、ホストが停止してもサービスの可用性に影響しなくなります。それは SQL Server が同期モードでデータベースのパッ

シブ コピーをアクティブ化するためです。

可用性グループでログ配布、データベース ミラーリング、または非同期モードを使用すると、アクティベーションが自動的に

行われることはほとんどありませんが、その場合もアフィニティ対策ルールを使用することがベスト プラクティスになります。

http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/solutions/sql-server-on-vmware-best-practices-guide.pdf
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/vmware-perfbest-practices-vsphere6-0-white-paper.pdf
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/vmware-perfbest-practices-vsphere6-0-white-paper.pdf
http://kb.vmware.com/kb/2147661
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アフィニティ対策ルールは、サーバの物理的な領域を大幅に消費する大型の仮想マシンを導入する場合に、クラスタのバラ

ンスをとるためにも役立ちます。たとえば、それぞれがメモリの 40 % または ESX ホストのコンピューティング サイクルを消

費する、3 つの大型の SQL Server 仮想マシンを導入する場合は、アフィニティ対策ルールを適用することで、ほとんどの

場合、1 つのホストに複数の仮想マシンが配置されることがなくなります。この設定によって、たとえばホストに障害が発生

した場合に、ホストのリソースの 75 % 以上を実稼働で消費せず、重要なサービスに影響を及ぼさないことを要求する SLA 
を実現できます。

まとめ

Cisco HyperFlex HX データ プラットフォームは、新しい IT 消費モデルに対応するハイパーコンバージド インフラストラク

チャ環境向けに、革新的なデータ ストレージを実現します。このプラットフォームのアーキテクチャおよびソフトウェア定義型

ストレージ アプローチは、専用の高性能な分散ファイル システムを実装し、エンタープライズクラスの幅広いデータ管理

サービスを提供します。分散ストレージ テクノロジーを再定義するイノベーションによって、適応型 IT インフラストラクチャに

必要なハイパーコンバージド インフラストラクチャを実現するデータ プラットフォームが得られます。

オールフラッシュ構成の Cisco HyperFlex Systems により、成長に合わせた拡張が可能になり、運用コスト（OpEx）と資本

コスト（CapEx）の両方を削減できます。またコンピューティング、ストレージ、およびネットワーク リソースのコンバージェン

スもシンプル化されます。必要なリソースを四半期ごとにサイジングして取得できるため、コンバージド ノードにディスクを追

加、またはさらにコンバージド ノードを追加した後で、自動再調整によってストレージを簡単にスケーリングできます。コン

ピューティング リソースがさらに必要になった場合は、構成認定のラック型およびブレード型 Cisco UCS サーバを、コン

ピューティング専用ノードとしてクラスタに追加できます。

本書に示す SQL Server のベスト プラクティスは、高性能の仮想マシン（500 IOP 以上）向けのガイドラインです。SQL 
Server を含むほとんどの仮想マシンは、ストレージ、ESX、仮想マシン、または SQL Server のインスタンス レイヤでの複

雑な設定を行うことなく機能します。

従来の多くのストレージ システムとは異なり、VMDK やデータ ストアの拡張も簡単です。Veeam と Cisco HyperFlex 
Systems を統合することで、デルタディスク統合が不要になり、クラスタに対する影響が軽減されるとともに、各アプリケー

ションで一貫したスナップショットによるリカバリ機能が追加されます。ネイティブのクローニングはスペース効率に優れ、高

速であるため、SQL Server 管理者は実稼働データにすばやくアクセスしてテストを行い、またストレージ容量を追加するこ

となく最適化を行うことができます。

SQL Server をバックグラウンドで使用する専用の SQL Server とアプリケーションは、高性能の Cisco HyperFlex オール

フラッシュ システムに最適です。

関連情報

● VMware SQL Server の可用性：

http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/solutions/sql-server-on-vmware-
availability-and-recovery-options.pdf [英語]

● 共有ストレージを使用した Microsoft Cluster Service および Windows Server Failover Clustering の VMware
サポート：https://kb.vmware.com/kb/2147661 [英語]

● Microsoft SQL Server ライセンス：

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2016-pricing [英語]

● 高性能のワークロード向けの SQL Server の調整：

https://support.microsoft.com/en-us/help/2964518/recommended-updates-and-configuration-options-for-sql-
server-2012-and-sql-server-2014-with-high-performance-workloads [英語]
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お問い合せ先 

● vSphere 6.0 のパフォーマンスに関するベスト プラクティス：

http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/vmware-perfbest-practices-
vsphere6-0-white-paper.pdf [英語]

● VMware SQL Server のベスト プラクティス：

http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/solutions/sql-server-on-vmware-best-
practices-guide.pdf [英語]

● Cisco HyperFlex のホワイト ペーパー：

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-
series/white-paper-c11-736814.pdf [英語]
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