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概要
このベスト プラクティス ガイドでは、ストレージ管理者とデータベース管理者が
NetApp®ストレージに Microsoft SQL Server を導入する方法について説明します。
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1 はじめに
SQL Server は、Microsoft のデータ プラットフォームの基盤であり、オンプレミスでもクラウドで
も、メモリ内のテクノロジを使用してミッションクリティカルなパフォーマンスを実現し、あらゆる
データを迅速に分析できます。Microsoft SQL Server は、ミッションクリティカルなアプリケー
ションに画期的なパフォーマンス、可用性、管理性を提供することで、以前のリリースで提供されて
いたミッション クリティカルな機能を基盤としています。ストレージ システムは、SQL Server デー
タベースの全体的なパフォーマンスの重要な要素です。ネットアップは、SQL Server データベース
でエンタープライズ クラスのパフォーマンスを実現しながら、環境を管理するためのワールドクラ
スのツールを提供するための製品を複数提供しています。

1.1 目的と対象範囲
このドキュメントでは、NetApp ONTAP®ソフトウェアを実行しているネットアップ ストレージ
システムに SQL Server を導入する際のベスト プラクティスと設計上の考慮事項について説明しま
す。効果的で効率的なストレージの導入とエンドツーエンドのデータ保護および保存計画を実現する
ことを目的としています。このガイドの範囲は、SQL Server の導入時にネットアップが推奨するス
トレージ インフラの設計原則と推奨基準に基づいた技術設計ガイドラインに限定されます。エンド
ツーエンドの実装は、このレポートの範囲外です。
このガイドで説明するベスト プラクティスと推奨事項により、SQL Server アーキテクトとネット
アップ ストレージ管理者は、可用性が高く管理が容易な SQL Server 環境を計画し、厳しい SLA を
満たすことができます。ネットアップは、読者が次のことを理解していることを前提としています。
NetApp ONTAP ソフトウェア

•

−

−

NetApp SnapCenter® AS バックアップ ソフトウェアには、次のものが含まれます。

−

SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows

−

SnapCenter Plug-In for SQL Server

SnapManager® for SQL Server をバックアップ ソフトウェアとして使用できます。ソフト
ウェアには以下が含まれています。
−

SnapDrive for Windows

−

SnapManager for SQL Server

Microsoft SQL Server のアーキテクチャと管理

•

ネットアップ スタック全体での設定の互換性については、『NetApp Interoperability Matrix Tool
（IMT）』を参照してください。

1.2 対象読者
このテクニカル レポートは、お客様の環境に SQL Server データベース ソリューションを導入する
責任を負うネットアップのお客様、パートナー様、従業員、フィールド担当者を対象としています。
ネットアップは、読者が前述のソリューションのさまざまなコンポーネントに精通していることを
前提としています。

2 SQL Server のワークロードの種類
SQL Server データベース プラットフォームでは、複数のアプリケーションをサポートできます。
SQL Server を導入する前に、SQL Server インスタンスがサポートするアプリケーションのデータ
ベース ワークロード要件を理解しておく必要があります。各アプリケーションには、容量、パフォー
マンス、可用性に関するさまざまな要件があるため、各データベースはこれらの要件を最適にサポー
トするように設計する必要があります。多くの組織では、アプリケーション要件を使用して SLA を
定義し、データベースを複数の管理階層に分類しています。SQL Server のワークロードは次のよう
に記述できます。
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•

OLTP データベースは、多くの場合、組織で最も重要なデータベースです。これらのデータベー
スは通常、お客様向けのアプリケーションをバックアップし、企業の中核業務に不可欠と考えら
れています。ミッションクリティカルな OLTP データベースとサポート対象のアプリケーション
には、高レベルのパフォーマンスを必要とする SLA があり、パフォーマンスの低下や可用性に
影響を受けやすいものが多くあります。また、Windows フェイルオーバー クラスタまたは
Always-On 可用性グループを使用したクラスタリングの候補になる場合もあります。これらの
タイプのデータベースの I/O 構成は、通常、ランダム読み取りが 75%～90%、書き込みが
25%～10%という特徴を持っています。

•

意思決定支援システム（DSS）データベースは、データ ウェアハウスとも呼ばれます。これら
のデータベースは、ビジネスの分析に依存する多くの組織でミッションクリティカルです。これ
らのデータベースは、クエリの実行時に CPU 使用率とディスクからの読み取り処理に影響され
ます。多くの組織では、DSS データベースは、月、四半期、年末に最も重要なデータベースです
このワークロードは通常、100%の読み取り I/O 構成です。

2.1 ベンチマークのテスト
トランザクション処理性能評議会（TPC）は、トランザクション処理とデータベースのベンチマーク
を定義し、検証可能で客観的な TPC パフォーマンス データを業界に普及させるために設立された非
営利団体です。TPC テストでは、ユーザがデータベースに対してトランザクションを実行する、完
全なコンピューティング環境をシミュレートします。表 1 に、一般的な SQL Server のテスト ワー
クロードを示します。
表 1）一般的な SQL Server ワークロード

ワークロード タイプ

TPC テスト

読み取り/書き込み比率（%）

OLTP

TPC-C

～75/25

TPC-E

～90/10

TPC-H

～100/0

DSS

さまざまなワークロード生成オプションを利用できますが、通常は、トランザクション ワークロー
ドを処理する際の SQL Server データベースのパフォーマンスを測定し、Microsoft の TPC-E ツール
の使用または HammerDB（HammerDB.com）を使用した TPC-H に重点を置いています。これら
の特定のベンチマークの使用方法の詳細については、このドキュメントでは説明しません。

3 SQL Server の設定
このセクションでは、SQL Server のインストール前とインストール後に考慮する必要がある SQL
Server 設定の構成方法に関する一般的なガイダンスを提供します。

3.1 共有インスタンスと専用インスタンス
アプリケーションに多数のスキーマ、ストアド プロシージャがある場合、SQL Server インスタン
スを共有するほかのアプリケーションに影響する可能性があります。インスタンス リソースが分割/
ロックされる可能性があります。これにより、共有 SQL Server インスタンスでホストされている
データベースを使用するほかのアプリケーションでパフォーマンスの問題が発生します。
パフォーマンスの問題のトラブルシューティングは複雑になる可能性があります。どのインスタンス
が根本的な原因かを特定する必要があるためです。この質問は、オペレーティング システムと SQL
Server のライセンスのコストと比較して検討されます。アプリケーションのパフォーマンスを最優
先する場合は、専用のインスタンスを使用することを強く推奨します。
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Microsoft では、SQL Server のライセンスを、インスタンス単位ではなくコア単位のサーバ レベル
で提供しています。このため、データベース管理者は、サーバが処理できる数の SQL Server インス
タンスをインストールしてライセンス コストを削減しようとします。これにより、あとで大きなパ
フォーマンスの問題が発生する可能性があります。
ネットアップのパフォーマンスを最適化するには、できるだけ専用の SQL Server インスタンスを選
択することを推奨します。

3.2 CPU 構成
ハイパースレッディング
ハイパースレッディングは、Intel 独自の同時マルチスレッド（SMT）実装で、x86 マイクロプロセ
ッサで実行される計算（マルチタスク）の並列化を改善します。ハイパースレッディングを使用する
ハードウェアでは、論理ハイパースレッド CPU を物理 CPU としてオペレーティング システムに認
識できます。次に、SQL Server は物理 CPU を認識します。物理 CPU は、オペレーティング システ
ムが提供するもので、ハイパースレッド プロセッサを使用できるものです。
ここで注意すべき点は、SQL Server の各バージョンには、使用可能な処理能力に関する独自の制限
があることです。詳細については、『Compute Capacity Limits by Edition of SQL Server』を参
照してください。
SQL Server のライセンス供与には、基本的に 2 つの主要な考え方があります。1 つ目はサーバ+ク
ライアント アクセス ライセンス（CAL）モデルと呼ばれ、2 つ目はプロセッサごとのコア モデルで
す。SQL Server で利用可能なすべての製品機能には、サーバ+CAL 戦略でアクセスできますが、ソ
ケットあたりの CPU コア数はハードウェアで 20 に制限されています。ソケットあたり 20 個以上の
CPU コアを搭載したサーバ用の SQL Server Enterprise Edition+CAL がある場合でも、アプリケー
ションはインスタンスでコアをすべて同時に使用することはできません。図 1 に、起動後の SQL
Server ログ メッセージを示します。このメッセージは、コア制限の適用を示しています。
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図 1）ログ エントリは、SQL Server の起動後に使用されているコアの数を示しています。

したがって、すべての CPU を使用するには、プロセッサ単位のコア ライセンスを使用する必要があ
ります。SQL Server のライセンスの詳細については、『SQL Server 2017 Editions』を参照して
ください。

非均一なメモリ アクセス
NUMA（Non-Uniform Memory Access）は、プロセッサ バスの負荷を増やすことなくプロセッサ
速度を向上させるメモリ アクセス最適化方式です。SQL Server がインストールされているサーバで
NUMA を構成する場合は、SQL Server が NUMA を認識し、NUMA ハードウェアで十分に機能する
ため、追加の構成は必要ありません。

プロセッサ アフィニティ
パフォーマンス上の問題が発生しない限り、プロセッサ アフィニティのデフォルトを変更する必要
はありませんが、その内容と動作を理解する価値があります。
SQL Server は、次の 2 つのオプションでプロセッサ アフィニティをサポートします
•

CPU アフィニティ マスク

•

アフィニティ I/O マスク
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SQL Server は、オペレーティング システムから使用可能なすべての CPU を使用します（プロセッサ
単位のコア ライセンスが選択されている場合）。すべての CPU にスケジューラを作成し、特定のワー
クロードに対してリソースを最大限に活用します。マルチタスクを実行する場合、オペレーティング
システムやサーバ上のその他のアプリケーションは、プロセス スレッドをプロセッサ間で切り替え
ることができます。SQL Server はリソースを大量に消費するアプリケーションであるため、このよ
うな状況が発生するとパフォーマンスに影響を与える可能性があります。影響を最小限に抑えるため
に、すべての SQL Server の負荷があらかじめ選択されたプロセッサ グループに送られるようにプ
ロセッサを構成できます。これは、CPU アフィニティ マスクを使用することで実現されます。
アフィニティ I/O マスク オプションは、SQL Server のディスク I/O を CPU のサブセットにバイン
ドします。SQL Server OLTP 環境では、この拡張により、I/O 処理を実行する SQL Server スレッド
のパフォーマンスを向上させることができます。

並列処理の最大レベル（MAXDOP）
デフォルトでは、SQL Server はクエリ実行時に使用可能なすべての CPU を使用します（プロセッ
サ単位のコア ライセンスが選択されている場合）。これは大規模なクエリには適していますが、パ
フォーマンスの問題が発生し、同時実行性が制限される可能性があります。1 つの CPU ソケット内
の物理コア数に並列処理を制限する方法が優れています。たとえば、1 ソケットあたり 12 コアの物
理 CPU ソケットが 2 つあるサーバでは、ハイパースレッディングに関係なく、MAXDOP を 12 に設
定する必要があります。MAXDOP では、使用する CPU を制限したり、指定したりすることはできま
せん。代わりに、1 つのバッチ クエリで使用できる CPU の数を制限します。
データ ウェアハウスなどの DSS の場合は、この設定を 50 ぐらいにしてから、必要に応じて調整す
ることを推奨します。アプリケーション内の重要なクエリを測定し、必要に応じて調整します。

3.3 メモリ構成
最大サーバ メモリ
最大サーバ メモリ オプションは、SQL Server インスタンスが使用できるメモリの最大量を設定し
ます。通常、SQL Server が実行されている同じサーバ上で複数のアプリケーションが実行されてい
る場合に、これらのアプリケーションが正常に機能するために十分なメモリを確保する必要があると
きに使用されます。
一部のアプリケーションでは、起動時に使用可能なメモリのみが使用され、必要に応じて要求されな
い場合があります。ここでは、サーバの最大メモリ設定が有効になります。
複数の SQL Server インスタンスを持つ SQL Server クラスタでは、各インスタンスがリソースに対
して競合する可能性があります。SQL Server インスタンスごとにメモリ制限を設定すると、各イン
スタンスのパフォーマンスを最大限に高めることができます。
パフォーマンスの問題を回避するために、オペレーティング システムには最低 4GB から 6GB の
RAM を残すことを推奨します。図 2 はサーバの最小メモリと最大メモリの設定方法を表示します。
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図 2）SQL Server Management Studio を使用したサーバ メモリの最小値と最大値の調整

SQL Server Management Studio を使用してサーバの最小メモリまたは最大メモリを調整するに
は、SQL Server サービスを再起動する必要があります。次のコードを使用して、Transact SQL
（T-SQL）を使用してサーバ メモリを調整できます。
EXECUTE sp_configure 'show advanced options', 1
GO
EXECUTE sp_configure 'min server memory (MB)', 2048
GO
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 120832
GO
RECONFIGURE WITH OVERRIDE

ワーカー スレッドの最大数
ワーカー スレッドの最大数オプションを使用すると、多数のクライアントが SQL Server に接続さ
れている場合にパフォーマンスを最適化できます。通常、クエリ要求ごとに別々のオペレーティング
システム スレッドが作成されます。SQL Server への同時接続数が数百の場合、クエリ要求ごとに
1 つのスレッドが大量のシステム リソースを消費します。最大ワーカー スレッド数のオプションを
使用すると、SQL Server でワーカー スレッドのプールを作成して、より多くのクエリ要求を処理で
きるようになるため、パフォーマンスが向上します。
デフォルト値は 0 で、SQL Server は起動時にワーカー スレッド数を自動的に設定できます。これ
はほとんどのシステムで機能します。ワーカー スレッドの最大数は高度なオプションなので、経験
豊富なデータベース管理者（DBA）の支援なしに変更しないでください。
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より多くのワーカー スレッドを使用するように、SQL Server を構成する必要があるのは、どのよう
な場合でしょうか？各スケジューラの平均ワーク キューの長さが 1 を超える場合、システムにスレッ
ドを追加することでメリットが得られることがあります。ただし、負荷が CPU に制限されていない
場合や、ほかの長い待機時間が発生している場合に限ります。いずれかの状況が発生している場合、
スレッドを追加しても、ほかのシステム ボトルネックが発生するのを待たなければならないため、
効果がありません。最大ワーカー スレッド数の詳細については、「Configure the max worker
threads Server Configuration Option」を参照してください。図 3 は、最大ワーカー スレッド数の
調整方法を示します。
図 3）SQL Server Management Studio を使用した最大ワーカー スレッド数の設定

次に、T-SQL を使用して、最大ワーカー スレッド数のオプションを設定する方法を示します。
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE ;
GO
EXEC sp_configure 'max worker threads', 900 ;
GO
RECONFIGURE;
GO
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インデックス作成メモリ
インデックス作成メモリ オプションは、通常は変更しないもう 1 つの詳細オプションです。インデッ
クスの作成時に最初に割り当てられる RAM の最大容量を制御します。このオプションのデフォルト
値は 0 です。これは、SQL Server によって自動的に管理されることを意味します。ただし、イン
デックスの作成で問題が発生した場合は、このオプションの値を増やすことを検討してください。

クエリあたりの最小メモリ
クエリを実行すると、SQL Server は効率的に実行するために最適なメモリ容量を割り当てようとし
ます。デフォルトでは、min memory per query 設定では、実行するクエリごとに 1024KB 以上
が割り当てられます。SQL Server でインデックス作成処理に割り当てられたメモリ量を動的に管理
できるようにするには、この設定をデフォルト値の 0 のままにしておくことを推奨します。ただし、
SQL Server の RAM 容量が効率的に実行するために必要な容量を超えている場合は、この設定を大
きくすると、一部のクエリのパフォーマンスが向上することがあります。したがって、SQL Server、
その他のアプリケーション、またはオペレーティング システムで使用されていないサーバ上のメモ
リが使用可能であれば、この設定を強化することで SQL Server の全体的なパフォーマンスを向上さ
せることができます。空きメモリがない場合は、この設定を増やすと、全体的なパフォーマンスが低
下する可能性があります。
図 4）SQL Server Management Studio を使用したインデックス作成メモリとクエリごとの最小メモリの設定
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バッファ プール拡張
バッファ プール拡張機能は、NVRAM 拡張機能とデータベース エンジンのバッファ プールをシーム
レスに統合して、I/O スループットを大幅に向上させます。バッファ プール拡張機能は、SQL Server
のエディションによっては使用できない場合があります。64 ビットの SQL Server Standard、
Business Intelligence、Enterprise Edition でのみ使用できます。
バッファ プール拡張機能は、不揮発性ストレージ（通常は SSD）を使用してバッファ プール キャッ
シュを拡張します。この拡張機能により、バッファ プールは大規模なデータベース ワーキングセッ
トに対応できるようになり、RAM と SSD 間の I/O のページングが強制され、小さなランダム I/O
がメカニカル ディスクから SSD に効率的にオフロードされます。SSD のレイテンシが低く、ランダ
ム I/O パフォーマンスが高いため、バッファ プールの拡張によって I/O スループットが大幅に向上
します。
バッファ プール拡張機能には、次の利点があります。
ランダム I/O スループットの向上

•
•

I/O レイテンシの削減

•

トランザクション スループットの向上

•

より大規模なハイブリッド バッファ プールによる、読み取りパフォーマンスの向上

•

既存および将来の低コスト メモリを活用できるキャッシュ アーキテクチャ

バッファプールの拡張については、次のことを推奨します。
•

バッファ プール拡張ターゲット ディスクとして使用できるように、SSD ベースの LUN
（NetApp AFF など）が SQL Server ホストに提供されていることを確認します。

•

拡張ファイルのサイズは、バッファ プールと同じか、それより大きい必要があります。

次に示すのは、バッファ プールの拡張を 32GB に設定するための T-SQL コマンドです。
USE master
GO
ALTER SERVER CONFIGURATION
SET BUFFER POOL EXTENSION ON
(FILENAME = 'P:\BUFFER POOL EXTENSION\SQLServerCache.BUFFER POOL EXTENSION', SIZE = 32 GB);
GO

4 データベース ファイルとファイル グループ
SQL Server データベースは、データの格納と操作を可能にするオブジェクトの集合です。理論的に
は、SQL Server（64 ビット）ではインスタンスあたり 32,767 個のデータベースと 524,272TB の
データベース サイズがサポートされますが、一般的なインストールでは複数のデータベースが使用
されています。ただし、SQL Server で処理できるデータベースの数は、負荷とハードウェアによっ
て異なります。SQL Server インスタンスでは、数十、数百、数千の小規模データベースをホストし
ていることは珍しくありません。
各データベースは、1 つ以上のデータ ファイルと 1 つ以上のトランザクション ログ ファイルで構成
されます。トランザクション ログには、データベース トランザクションに関する情報と、各セッ
ションで行われたすべてのデータ変更が格納されます。データが変更されるたびに、SQL Server は
トランザクション ログに十分な情報を格納し、アクションを元に戻す（ロールバックする）か、や
り直す（リプレイする）かを指定します。SQL Server のトランザクション ログは、データの整合性
と堅牢性に対する SQL Server の評価に不可欠な要素です。トランザクション ログは、SQL Server
の不可分性、整合性、分離、耐久性（ACID）機能に不可欠です。SQL Server は、データ ページが
変更されるとすぐにトランザクション ログに書き込みます。すべてのデータ操作言語（DML）ス
テートメント（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE など）は完全なトランザクションであり、
トランザクション ログによって、セットベースの操作全体が確実に実行され、トランザクションの
不可分性が保証されます。
各データベースには、プライマリ データ ファイルが 1 つあります。デフォルトでは、.mdf 拡張子
が付いています。また、各データベースにはセカンダリ データベース ファイルを含めることができ
ます。デフォルトでは、これらのファイルには.ndf 拡張子が付いています。

12

ONTAP を使用した Microsoft SQL Server のベスト プラクティス ガイド

© 2020 NetApp, Inc. All rights reserved.

すべてのデータベース ファイルは、ファイル グループにグループ化されます。ファイル グループは
論理ユニットであり、データベースの管理を簡易化します。論理オブジェクトの配置と物理データ
ベース ファイルを分離できます。データベース オブジェクト テーブルを作成するときは、基になる
データ ファイルの構成を気にすることなく、配置するファイル グループを指定します。
図 5) ファイル グループ

ファイル グループ内に複数のデータ ファイルを配置できるため、さまざまなストレージ デバイスに
負荷を分散できるため、システムの I/O パフォーマンスが向上します。一方、SQL Server はトラン
ザクション ログに順次書き込みを行うため、トランザクション ログには複数のファイルを書き込む
ことはできません。
ファイル グループ内の論理オブジェクトの配置と物理データベース ファイルの配置を分離すること
で、データベース ファイルのレイアウトを微調整し、ストレージ サブシステムを最大限に活用でき
ます。たとえば、異なる顧客に自社製品を導入している独立系ソフトウェア ベンダ（ISV）は、基盤
となる I/O 構成と導入段階で予想されるデータ量に基づいてデータベース ファイルの数を調整でき
ます。これらの変更は、データベースファイルではなくファイル グループにデータベース オブジェ
クトを配置するアプリケーション開発者には透過的に行われます。
一般に、システム オブジェクト以外のすべてのファイル グループにはプライマリ ファイル グルー
プを使用しないことを推奨します。ユーザ オブジェクト用に個別のファイル グループまたはファイ
ル グループのセットを作成すると、データベース管理やディザスタ リカバリが容易になります。特
に大規模なデータベースの場合は、この作業が容易になります。
データベースを作成するとき、または既存のデータベースに新しいファイルを追加するときに、初期
ファイル サイズと自動拡張パラメータを指定できます。SQL Server では、データを書き込むデータ
ファイルを選択するときに、Proportional Fill Algorithm を使用します。ファイルで使用可能な空き
スペースに比例したデータ量を書き込みます。ファイル内の空きスペースが多いほど、処理される書
き込み量も多くなります。
単一ファイル グループ内のすべてのファイルに、同じ初期サイズと自動拡張パラメータを設定し、
拡張サイズをパーセントではなくメガバイトで定義することを推奨します。これにより、
Proportional Fill Algorithm は、データ ファイル間で書き込みアクティビティのバランスを均等に
調整できます。
SQL Server は、ファイルを拡張するたびに、新しく割り当てられたスペースをゼロで埋めます。
このプロセスは、対応するファイルに書き込む必要があるすべてのセッションをブロックします。
トランザクション ログが増加した場合は、トランザクション ログ レコードを生成します。
SQL Server は常にトランザクション ログをゼロにします。この動作は変更できません。ただし、
インスタント ファイルの初期化を有効または無効にすることで、データ ファイルを初期化するかど
うかを制御できます。インスタント ファイルの初期化を有効にすると、データ ファイルの増加を高
速化し、データベースの作成やリストアに必要な時間を短縮できます。
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インスタント ファイルの初期化には、セキュリティ上の小さなリスクが伴います。このオプションを
有効にすると、データ ファイルの未割り当て部分に、以前に削除した OS ファイルの情報を含める
ことができます。データベース管理者は、このようなデータを調べることができます。
インスタント ファイルの初期化を有効にするには、SQL Server のスタートアップ アカウントに
「ボリューム メンテナンス タスクの実行」とも呼ばれる SA_Manage_Volume_name 権限を追加
します。これは、次の図に示すように、ローカル セキュリティ ポリシー管理アプリケーション
（secpol.msc）で実行できます。「ボリューム メンテナンス タスクの実行」権限のプロパティを
開き、SQL Server スタートアップ アカウントをユーザのリストに追加する必要があります。

権限が有効になっているかどうかを確認するには、次の例のコードを使用します。このコードは、
SQL Server がエラー ログに追加情報を書き込み、小さなデータベースを作成し、ログの内容を読み
取るように強制する 2 つのトレース フラグを設定します。
DBCC TRACEON(3004,3605,-1)
GO
CREATE DATABASE DelMe
GO
EXECUTE sp_readerrorlog
GO
DROP DATABASE DelMe
GO
DBCC TRACEOFF(3004,3605,-1)
GO

インスタント ファイルの初期化が有効になっていない場合、次の例に示すように、SQL Server のエ
ラー ログには、LDF ログ ファイルの初期化に加えて、MDF データ ファイルが初期化されているこ
とが示されます。インスタント ファイルの初期化を有効にすると、ログ ファイルの初期化のみが表
示されます。
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SQL Server 2016 以降では、インストール プロセス中にオプションが提供されるため、ボリューム
メンテナンス タスクの実行タスクが簡素化されます。図 6 は、SQL Server データベース エンジン
サービスにボリューム メンテナンス タスクを実行する権限を付与するオプションを表示します。
図 6）SQL Server のインストール時にボリューム メンテナンス タスクの実行権限を付与するオプション

データベース ファイルのサイズを制御するもう 1 つの重要なデータベース オプションは、自動縮小
です。このオプションを有効にすると、SQL Server はデータベース ファイルを定期的に縮小し、サ
イズを縮小し、オペレーティング システムにスペースを解放します。この操作はリソースを大量に
消費するため、システムに新しいデータが追加されたあとにデータベース ファイルが再び拡張され
るため、あまり有用ではありません。データベースで自動縮小を有効にすることはできません。
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5 データベースとストレージ
ネットアップのストレージ ソリューションと Microsoft SQL Server を組み合わせることで、今日の
最も要求の厳しいアプリケーション要件を満たすエンタープライズレベルのデータベース ストレー
ジ設計を作成できます。両方のテクノロジを最適化するには、SQL Server の I/O パターンと特性を
理解することが重要です。SQL Server データベース用の適切に設計されたストレージ レイアウトは、
SQL Server のパフォーマンスと SQL Server インフラの管理をサポートします。また、ストレージ
のレイアウトを適切に設定すれば、初期導入を成功させ、ビジネスの成長に合わせて環境をスムーズ
に拡張できます。

5.1 アグリゲート
アグリゲートは、ネットアップ ストレージ構成のプライマリ ストレージ コンテナであり、データ
ディスクとパリティ ディスクの両方で構成される 1 つ以上の RAID グループを含みます。
ネットアップでは、共有アグリゲートと専用アグリゲートを使用し、データ ファイルとトランザク
ション ログ ファイルを分離して、さまざまな I/O ワークロード特性評価テストを実施しています。
このテストでは、1 つの大規模なアグリゲートに複数の RAID グループとスピンドルを追加すること
で、ストレージのパフォーマンスが最適化され、向上します。管理者は次の 2 つの理由から管理が楽
になります。
•

1 つの大きなアグリゲートで、すべてのスピンドルの I/O 機能をすべてのファイルで使用でき
ます。

•

1 つの大きなアグリゲートで、最も効率的なディスク スペースを使用できます。

HA（高可用性）の場合は、SQL Server AlwaysOn 可用性グループのセカンダリ同期レプリカを、
アグリゲート内の別のストレージ仮想マシン（SVM）に配置します。ディザスタ リカバリのため
に、DR サイト内の別のストレージ クラスタの一部であるアグリゲートに非同期レプリカを配置し、
NetApp SnapMirror®テクノロジを使用してコンテンツをレプリケーションします。
アグリゲートでは、ストレージのパフォーマンスを最適化するために、空きスペースを少なくとも
10%確保することを推奨します。

5.2 ボリューム
NetApp FlexVol がアグリゲート内に作成され、格納されます。1 つのアグリゲートに多数のボリュー
ムを作成でき、各ボリュームを拡張、縮小、またはアグリゲート間で移動できます。ユーザのダウン
タイムは発生しません。

ボリューム設計に関する考慮事項
データベース ボリュームの設計を作成する前に、SQL Server の I/O パターンと特性がワークロー
ドやバックアップとリカバリの要件によってどのように変化するかを理解することが重要です。フレ
キシブル ボリュームには、次のようなネットアップの推奨事項があります。
•

フレキシブル ボリュームを使用して SQL Server データベース ファイルを格納し、ホスト間で
ボリュームを共有しないようにします。

•

ドライブレターではなく NTFS マウント ポイントを使用して、Windows のドライブレターの制
限（26 文字）を排除します。ボリューム マウント ポイントを使用する場合は、ボリューム ラ
ベルにマウント ポイントと同じ名前を付けることを推奨します。

•

必要に応じて、ボリュームのオートサイズ ポリシーを設定して、スペース不足の状態を防止しま
す。

•

SQL Server データベースの I/O プロファイルが、意思決定支援システムのワークロードなど、
大部分がラージ シーケンシャル リードで構成されている場合は、ボリュームで読み取りの再割
り当てを有効にします。読み取りの再割り当ては、パフォーマンスを向上させるためにブロック
を最適化します。

•

SQL Server を SMB 共有にインストールする場合は、フォルダを作成するために SMB/CIFS ボ
リューム Unicode が有効になっていることを確認します。
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snapshot copy reserve 運用上の観点から簡単に監視できるように、ボリューム内のネット
アップの値をゼロに設定します。

•
•

ストレージ Snapshot™コピーのスケジュールと保持ポリシーを無効にします。代わりに、
SnapCenter または SnapManager for SQL Server を使用して、SQL Server データ ボリュー
ムの Snapshot コピーを調整します。

•

SnapManager for SQL Server の場合は、SQL Server システム データベースを専用のボリュー
ムまたは VMDK に配置します。これは、可用性グループ データベースを含むユーザ データベー
スとシステム データベースを同じ場所に配置することで、ユーザ データベースの Snapshot
バックアップを防止できるためです。システム データベースのバックアップ先は SnapInfo
LUN です。この LUN は、通常、Windows オペレーティング システム ファイルと SQL Server
バイナリをホストするボリュームまたは VMDK であり、ランダムな読み取り/書き込みワーク
ロードです。

•

tempdb は、SQL Server で一時的なワークスペースとして使用されるシステム データベースで
す。特に、I/O を大量に消費する DBCC CHECKDB 操作に使用されます。したがって、このデー
タベースは、別のスピンドル セットを持つ専用ボリュームに配置します。ボリューム数が課題と
なる大規模な環境では、慎重に計画を立てたあと、tempdb を少数のボリュームに統合し、ほかの
システム データベースと同じボリュームに格納できます。tempdb のデータ保護は、SQL Server
を再起動するたびに、このデータベースが再作成されるため、優先度が高くありません。

•

ランダムな読み取り/書き込みワークロードであるため、ユーザ データ ファイル（.mdf）を
別々のボリュームに配置します。トランザクション ログ バックアップは、データベース バック
アップよりも頻繁に作成するのが一般的です。このため、トランザクション ログ ファイル
（.ldf）をデータ ファイルとは別のボリュームまたは VMDK に配置して、それぞれに個別のバッ
クアップ スケジュールを作成できるようにします。この分離により、ログ ファイルの順次書き
込み I/O がデータ ファイルのランダム読み込み/書き込み I/O から分離され、SQL Server のパ
フォーマンスが大幅に向上します。

•

SnapManager または SnapCenter がトランザクション ログをコピーする専用の FlexVol に、
ホスト ログ ディレクトリ（SnapCenter の場合）または SnapManager 共有（SMSQL の場
合）を作成します。

5.3 LUN
tempdb ファイル
ディスクの断片化を回避するために、tempdb ファイルを事前にフルサイズに拡張することを推奨し
ます。ページ競合は、SQL Server が新しいオブジェクトを割り当てるために特別なシステム ページ
に書き込む必要がある場合に、Global Allocation Map （GAM）、Shared Global Allocation Map
（SGAM）、または Page Free Space（PFS）ページで発生する可能性があります。ラッチがメモリ
内のこれらのページを保護（ロック）します。ビジー状態の SQL Server インスタンスでは、tempdb
のシステム ページでラッチを取得するのに時間がかかることがあります。これにより、クエリの実
行時間が延長され、ラッチ競合と呼ばれます。tempdb データ ファイルの作成には、次のような経
験則が必要です。
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•

8 コア以下の場合：tempdb データ ファイル = コア数

•

8 コアを超える場合：8 個の tempdb データ ファイル

次のスクリプトは 8 つの tempdb ファイルを作成して、tempdb を変更し、SQL Server 2012 以降
のマウント ポイント C:\MSSQL/tempdb に移動します。
use master
go
-- Change logical tempdb file name first since SQL Server shipped with logical file name called
tempdev
alter database tempdb modify file (name = 'tempdev', newname = 'tempdev01');
-- Change location of tempdev01 and log file
alter database tempdb modify file (name = 'tempdev01', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\tempdev01.mdf');
alter database tempdb modify file (name = 'templog', filename = 'C:\MSSQL\tempdb\templog.ldf');
GO
-- Assign proper size for tempdev01
ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'tempdev01', SIZE = 10GB );
ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'templog', SIZE = 10GB );
GO
-- Add more tempdb files
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev02', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev02.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev03', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev03.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev04', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev04.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev05', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev05.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev06', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev06.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev07', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev07.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev08', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev08.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);
GO

SQL Server 2016 以降では、インストール時にオペレーティング システムに認識される CPU コア
の数が自動的に検出され、その数に基づいて、最適なパフォーマンスを得るために必要な tempdb
ファイルの数が計算され、設定されます。

SnapInfo ディレクトリとホスト ログ ディレクトリ
SnapManager for SQL Server（SMSQL）は、SnapInfo ディレクトリをメイン リポジトリとして
使用し、ホストにインストールされている SMSQL インスタンスに関連するすべてのメタデータ
（SnapManager バックアップ メタデータ、システム データベースのストリームベース バックアッ
プ、トランザクション ログ バックアップなど）を格納します。
SnapCenter はホスト ログ ディレクトリを使用して、トランザクション ログ バックアップ データを
格納します。これはホスト レベルとインスタンス レベルです。SnapCenter で使用する各 SQL
Server ホストには、ログ バックアップを実行するようにホスト ログ ディレクトリを設定する必要
があります。SnapCenter にはデータベース リポジトリがあるため、バックアップ、リストア、ク
ローニングの処理に関連するメタデータは中央のデータベース リポジトリに格納されます。
SnapInfo LUN およびホスト ログ ディレクトリのサイズは、次のように計算されます。
SnapInfo LUN またはホスト ログ ディレクトリのサイズ = （システム データベース サイズ+（最
大 DB LDF サイズ×日次ログ変更率%））×（Snapshot コピー保持率）÷（1LUN オーバーヘッド
スペース%）
SnapInfo LUN およびホスト ログ ディレクトリのサイジングの計算式では、次のことを前提として
います。
•

ｔempdb データベースを含まないシステム データベース バックアップ

•

LUN オーバーヘッド スペースが 10%

SMSQL SnapInfo ディレクトリまたはホスト ログ ディレクトリを専用のボリュームまたは LUN に
配置します。SnapInfo ディレクトリまたはホスト ログ ディレクトリのデータ量は、バックアップ
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のサイズとバックアップを保持する日数によって異なります。SnapInfo ディレクトリは、設定ウィ
ザードを実行していつでも設定できます。1 つの SnapInfo ディレクトリを使用すると複雑さが軽減
されますが、別々の SnapInfo ディレクトリを使用すると、データベースにさまざまな保存ポリシー
とアーカイブ ポリシーを適用できる柔軟性が得られます。ホスト ログ ディレクトリは、
[SnapCenter] > [ホスト] > [プラグインの構成]から設定できます。
SQL Server データベースを NetApp SnapVault®の場所にバックアップし、次の操作を実行でき
ます。
•

ボリューム内のすべての LUN をリストアします。

•

ヴォールトから 1 つの LUN をリストアします。

•

また、SnapVault から LUN の最新の Snapshot に直接アクセスすることもできます。

SnapInfo ディレクトリおよびホスト ログ ディレクトリに関するネットアップの推奨事項は、次の
とおりです。
•

SMSQL SnapInfo LUN または SnapCenter ホスト ログ ディレクトリが、バックアップ
Snapshot コピーを破損する可能性のあるほかのタイプのデータと共有されていないことを確認
します。

•

マウント ポイントをホストする LUN にユーザ データベースやシステム データベースを配置し
ないでください。

•

データベースを有効な場所に格納できるように、SMSQL または SnapCenter の設定ウィザード
を使用してデータベースを NetApp ストレージに移行し、SMSQL または SnapCenter のバック
アップ/リストア処理を正常に実行できるようにします。移行プロセスは中断を伴うため、移行
の進行中にデータベースがオフラインになる可能性があることに注意してください。

•

SQL Server のフェイルオーバー クラスタ インスタンス（FCIS）には、次の条件が設定されて
いる必要があります。
−

フェイルオーバー クラスタ インスタンスを使用する場合、SnapInfo または SnapCenter
ホスト ログ ディレクトリ LUN は、SnapManager でバックアップする SQL Server インス
タンスと同じクラスタ グループ内のクラスタ ディスク リソースでなければなりません。

−

フェイルオーバー クラスタ インスタンスを使用する場合、ユーザ データベースは、SQL
Server インスタンスに関連付けられたクラスタ グループに割り当てられた物理ディスク
クラスタ リソースである共有 LUN に配置する必要があります。

•

ユーザ データベースと SnapInfo またはホスト ログ ディレクトリが別々のボリュームにあるこ
とを確認し、SnapVault テクノロジで使用されている Snapshot コピーが保持ポリシーによって
上書きされないようにします。

•

SQL Server データベースが、フルテキスト検索関連ファイルなど、データベース以外のファイ
ルを持つ LUN とは別の LUN に存在することを確認します。

•

データベースのセカンダリ ファイルを（ファイル グループの一部として）別のボリュームに配
置すると、SQL Server データベースのパフォーマンスが向上します。この分離は、データベース
の.mdf ファイルが LUN をほかの.mdf ファイルと共有していない場合にのみ有効です。

•

データベース ファイル グループが LUN を共有している場合は、すべてのデータベースでデータ
ベース レイアウトが同一である必要があります。ただし、Unrestricted Database Layout
（UDL）オプションが有効な場合は、この制限は適用されません。

•

可能な場合は、SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows を使用して LUN を作成します。
DiskManager などのツールを使用して LUN を作成する場合は、LUN のフォーマット時に、パー
ティションの割り当てユニット サイズが 64K に設定されていることを確認します。

5.4 SMB 共有
SMSQL では、SMB 共有上のデータベースは、ONTAP 上の SQL Server 2012 以降でのみサポート
されます。SnapCenter は現在、SMB 共有上のデータベースのバックアップ、リストア、クロー
ニングをサポートしていません。次の表に示すように、レイアウトを推奨します。
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内容

SMB 共有

SQL Server バイナリとシステムデータベース

\\<CIFS servername>systemdb

ユーザ データベース ファイル

\\<CIFS servername>\userdb_data

ユーザ ログ ファイル

\\<CIFS servername>\userdb_log

SnapInfo

\\<CIFS servername>\SnapInfo

SMSQL と SMB 共有上のデータベースに関するネットアップの推奨事項は次のとおりです。
•

SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows のトランスポート プロトコル設定ダイアログボッ
クスで、SVM に接続するための情報（SVM IP アドレス、ユーザ名、パスワード）を設定して、
CIFS サーバ上のすべての SMB 共有を表示します。この情報は、SnapManager for SQL
Server で表示されます。

•

SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows で設定した Snapshot コピーの自動スケジュール
設定を無効にします。

•

SnapManager でデータベース ファイル パスをネットアップ ストレージでホストされている有
効なファイル パスとして認識できるようにするには、管理 LIF またはその他のデータ LIF の IP
アドレスではなく、SMB 共有パス内のストレージ システム上の CIFS サーバ名を使用する必要
があります。パスの形式は\\<CIFS サーバ名 >\<共有名>です。データベースで共有名に IP
アドレスが使用されている場合は、SMB 共有パスを使用して、共有名に CIFS サーバ名が含まれ
ているデータベースを手動で切断して接続します。

•

SMB 環境用にボリュームをプロビジョニングする場合は、NTFS セキュリティ形式のボリューム
としてボリュームを作成する必要があります。

•

すべてのデータベース ファイル（トランザクション ログ ファイルに加えてデータ ファイル）
が、LUN や SMB 共有に配置されるのではなく、SMB 共有に存在することを確認します。

•

遅延によるトランザクションの失敗を防ぐために、SQL Server データが格納されている SMB
共有または CIFS 共有でアンチウイルス スキャンが実行されていないことを確認してください。

•

SQL Server データが格納されている SMB または CIFS 共有で、キャッシュによる破損を防ぐた
めに、Windows ホスト キャッシュが無効になっていることを確認します。

•

可用性グループを使用すると、すべてのレプリカからアクセスできる SnapManager SMB 共有
の共有ネットワークにトランザクション ログがストリーミングされます。そのため、この CIFS
共有がトランザクション ログに対応するサイズになっていることを確認します。

5.5 データ ストレージの設計
ここでは、ネットアップ ストレージ用の SQL Server 設計の例と、SnapManager for SQL Server
と SnapCenter を使用する環境の考慮事項について説明します。

設計例 1
この構成は、基本的なパフォーマンスを必要とし、複数の小規模データベースを含む SQL Server
インスタンスに使用できます。データベース ストレージの設計には、次の特性があります。
•

SQL Server インスタンス用のアグリゲートが 1 つ含まれます。

•

SQL Server システム データベース（tempdb データベースを含む）に専用のボリュームと
LUN を使用します。

•

データベースごとに専用の LUN を使用します。

•

データとログの両方に 1 つのボリュームを使用します。

•

データとログの両方に専用の SMB 共有を使用します（バックアップに SMSQL を使用している
場合）。

•

データとログが同じボリュームに存在するため、RTO（Recovery Time Objective：目標復旧時
間）が比較的短くなります。

•

中～低パフォーマンスで十分な小規模データベースに適しています。
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図 7）SMSQL または SnapCenter 向けネットアップ ストレージの基本的な SQL Server データベース設計

tempdb データベースを含むシステム データベースは同じボリュームに存在するため、データベース
のバックアップはネイティブ SQL Server を使用して実行されますが、SMSQL や SnapCenter は使
用されません。

設計例 2
この構成は、基本的なパフォーマンスを必要とし、SMSQL または SnapCenter を使用してバック
アップされる複数のデータベースを含む SQL Server インスタンスに使用されるように設計されてい
ます。データベース ストレージの設計には、次の特性があります。
•

SQL Server インスタンス用のアグリゲートが 1 つ含まれます。

•

SQL Server システム データベースに専用のボリュームと LUN を使用します。

•

tempdb データベースに専用のボリュームと LUN を使用します。

•

データベースごとに専用の LUN を使用します。

•

データとログの両方に 1 つのボリュームを使用します。

•

データとログの両方に専用の SMB 共有を使用します（バックアップに SMSQL を使用している
場合）。

•

データとログが同じボリュームに存在するため、RTO が低～中程度になります。

•

中程度のパフォーマンスが必要な中規模のデータベースに適しています。
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図 8）SMSQL または SnapCenter を使用したネットアップ ストレージ用の SQL Server データベース設計

設計例 3

この構成は、パフォーマンスが高く、SMSQL または SnapCenter を使用してバックアップされる
データベースがいくつか含まれている SQL Server インスタンスで使用されるように設計されてい
ます。データベース ストレージの設計には、次の特性があります。
•

SQL Server インスタンス用のアグリゲートが 1 つ含まれます。

•

SQL Server システム データベースに専用のボリュームと LUN を使用します。

•

tempdb データベースに専用のボリュームと LUN を使用します。

•

ユーザ データベースごとに専用の LUN を使用します。

•

プライマリおよびセカンダリのデータ ファイルとログ ファイルに専用ボリュームを使用します。

•

データとログが別々のボリュームに存在するため、RTO が比較的高くなります。

•

高パフォーマンスを必要とする中規模から大規模のデータベースに適しています。
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図 9）SMSQL または SnapCenter を使用したネットアップ ストレージ用のサーバ データベース設計

5.6 仮想化
SQL Server の仮想化により、統合が可能になり、効率性が向上します。最近の開発では、大容量を
管理し、データベース環境のプロビジョニングを高速化できる、非常に強力な仮想マシンが導入され
ました。また、SQL Server の仮想化は、コスト効率が高く便利です。SQL Server を仮想化する際
に考慮すべき点は、ディスク スループット、メモリ、プロセッサの 3 つです。このドキュメントで
は、ディスクのみに焦点を当てています。SQL Server の仮想化に一般的に使用される 2 つの主要な
ハイパーバイザーは、Hyper-V と VMware です。各ハイパーバイザーについては、次のセクション
で説明します。

Hyper-V
Windows Server 2012 Hyper-V の機能強化と仮想マシン機能の拡張により、仮想環境のパフォー
マンスに関連するほとんどの制限が排除されました。Windows Server 2016 Hyper-V では、従来
より複雑で、リソースを飽和状態にしてほかのシステム リソースやストレージに対処する傾向があ
るワークロードの統合が改善されています。
SQL Server 2016 と Windows Server 2016 には、これまで仮想化を検討していなかったオンライン
トランザクション処理/分析（OLTP/OLTA）、データウェア ハウジング、ビジネス インテリジェン
スなど、要求の厳しい複雑なデータベース ワークロードを効果的に仮想化するために使用できる多
数の新機能が用意されています。
VHD（仮想ハードディスク）はすべてファイルのみです。Hyper-V やその他のオペレーティング シ
ステムでデータを保存または取得するためにマウントできる特殊な形式を使用していますが、ファイ
ル以外の形式ではありません。VM で使用できる VHD には 3 つの基本タイプがあります。これら
は、固定 VHD、動的 VHD、パススルー ディスクです。
固定 VHD。固定 VHD を作成する場合、オペレーティング システムは、基盤となる物理メディ
アに指定されたスペースの 100%を割り当てます。考慮する必要があるブロック割り当てテーブ
ルがないため、パススルー ディスクの上に余分な I/O 負荷がかかるのは、仮想化スタック内だ
けです。固定 VHD のメリットは次のとおりです。

•

−

最速の VHD メカニズム

−

オーバーコミットメント競合の発生の可能性はありません

−

作成時と常に同じフラグメンテーション レベル

固定 VHD の欠点は次のとおりです。
−
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−

サイズを大きくすると、携帯性が妨げられます。

実際には、VHD をコピーまたは移動する必要がある場合に、このシステムの最大の問題が発生
します。VHD 自体はどのブロックが空かを認識しないため、100%をコピーする必要がありま
す。バックアップ ソフトウェアやコピー ソフトウェアで圧縮を使用している場合でも、空のブ
ロックは必ずしもデータを保持しているわけではありません。ゲストのファイル システムでは、
ファイルを「削除」すると、ファイル割り当てテーブル内の参照が削除されるだけです。ブロッ
ク自体とその中のデータは、別のファイルのデータが上書き保存されるまで変更されません。
動的 VHD。動的 VHD のサイズは最大ですが、初期状態では小さくなります。ゲスト OS は、最
大値で示されるサイズの通常のハードディスクだけであると考えています。ディスクにデータが
追加されると、基盤となる VHD ファイルが拡張されます。この手法では、最終的にリソースの
使用量が大幅に増加する可能性がある部分のみを割り当てることが一般的にシンプロビジョニン
グと呼ばれています。動的 VHD の利点は次のとおりです。

•

−

スペースの迅速な割り当て新しい動的 VHD にはヘッダーとフッターの情報しか含まれない
ため、非常に小さく、すぐに作成できます。

−

VM レベルのバックアップのためのスペースの使用量を最小限に抑えます。VM をキャプチャ
するバックアップ ユーティリティは、VHD レベルで動作し、何があっても完全にバックア
ップします。VHD が小さいほど、バックアップは小さく（高速に）なります。

−

ハード ドライブ リソースのオーバーコミットメント。500Gb の空きスペースしかないハー
ド ドライブ アレイには、40GB のブート VHD を持つ 20 台の仮想マシンを作成できます。

パススルー ディスクこれらは仮想化されているわけではありませんが、仮想マシンからホスト
マシンのディスクまたはディスク アレイに直接 I/O を渡します。これは、ホスト マシンの内部
ディスク、または FC または iSCSI で接続された外部システムの LUN です。このメカニズム
は、可能な限り高速なディスク パフォーマンスを提供しますが、いくつかの制限的な欠点があ
ります。パススルー ディスクには、次のような利点があります。

•

−

Hyper-V ゲスト向けの最速のディスク システム。

−

基盤となるディスク ストレージ システムが（アレイにドライブを追加するなどして）拡張
し、仮想マシンのオペレーティング システムでディスクの動的な拡張が可能な場合、ゲスト
内でドライブをダウンタイムなしで拡張できます。

パススルー ディスクにはいくつかの欠点があります。
−

パススルー ディスクを使用する VM のライブマイグレーションは著しく遅いため、多くの場
合、サービスの中断が含まれます。パススルー ディスクはクラスタ リソースではないため、
所有権の移動中に一時的にオフラインにする必要があります。

−

Hyper-V の VSS ライターはパススルー ディスクを処理できません。つまり、VM レベルの
バックアップ ソフトウェアでは、バックアップ中に仮想マシンをオフラインにする必要があ
ります。

−

パススルー ディスク上のボリュームは移動できません。これは、VHD とは対照的に理解し
やすいものです。VHD はある場所から別の場所にコピーでき、同じように機能します。パス
スルー ボリューム上のデータは、どのような方法でもカプセル化されません。

Hyper-V ゲスト上の SQL Server 用ディスク ストレージに関するネットアップの推奨事項は次のと
おりです。
•

Exchange や SQL Server などの高 I/O アプリケーションには、常に固定 VHD を使用してくだ
さい。これらのアプリケーションを処理するように設計されているため、負荷がそれほどかから
ない場合でも、これらのアプリケーションは常に大量の I/O を必要とするように動作し、ドライ
ブ スペースを自由に使用できます。スペースに問題がある場合は、まず小規模な固定 VHD を使
用します。必要に応じて容量を拡張できます。

•

確信がない場合は、固定を使用する理由を挙げてください。できない場合は、動的を使用しま
す。あとで間違った選択を行ったと判断した場合でも、あとでいつでもドライブを変換できま
す。これには時間がかかりますが（ハードウェアと VHD のサイズによって異なります）、変換
の必要がなくなります。

•

1 台の仮想マシンに複数の VHD を配置でき、VHD の種類を混在させて組み合わせることもでき
ます。仮想化された SQL Server では、C ドライブに Windows を格納する動的 VHD と、D ド
ライブに SQL Server データを格納する固定 VHD を保持できます。
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•

オーバーコミット状態で動的ドライブを使用する場合は、監視システムまたはスケジュールを設
定して、物理的なスペースの使用状況を監視します。ドライブの空きスペースが 20%未満にな
ると、VSS ライターがアクティブ化されず、VM レベルのバックアップで問題が発生する可能性
があります。スペースが完全に消費されると、Hyper-V はそのドライブ上でアクティブな VHD を
持つすべての仮想マシンを一時停止します。

•

高パフォーマンスの本番環境の仮想 SQL Server インスタンスでは、OS ファイル、データ ファ
イル、ログ ファイルを異なる VHD またはパススルー ディスクに配置することが重要です。共
有ストレージ ソリューションを使用している場合は、物理ディスクの実装に注意し、SQL
Server ログ ファイルに使用されるディスクが SQL Server データ ファイルに使用されるディス
クとは別のディスクであることを確認することも重要です。

VMware
VMware 仮想マシンには、通常、VMFS（Virtual Machine File System）または RDM（Raw Device
Mapping）のいずれかの形式のファイル セットが含まれています。どちらの形式でも、仮想マシン
のディスク（VMDK）にアクセスできますが、ストレージへのアプローチは異なります。VMware で
は、ほとんどの VM に VMFS を使用することを推奨しています。VMFS では、VMDK ファイルにも
データが保持されますが、RDM では、データは Hyper-V パススルー ディスクと同様の外部ディス
ク システムに格納されます。VMFS は複数の VM からのディスク データを保持しますが、RDM は
保持しません。
VMFS は、仮想化をサポートするように特別に設計されています。RDM は I/O 負荷の高い処理に推
奨されることもありますが、VMFS では、ストレージ ボリュームは 1 つまたは複数の VM をサポート
できます。このボリュームは、ネットワーク操作に影響を与えることなく変更できます。ストレージ
ボリュームを共有するため、VM の管理が容易になり、リソースの使用率が高くなります。さまざま
な ESXi サーバは、ブロック レベルで情報を格納するため、ファイル システムに対して同時に読み
取りと書き込みを行うことができます。
VMDK に関するネットアップの推奨事項は次のとおりです。
•

プライマリ（.mdf）ファイルとログ（.ldf）ファイルには、ユーザ データベース用に別々の
VMDK を使用します。システム データベースとオペレーティング システムの VMDK を含むボ
リュームとは別のボリュームに配置されたデータストアに、これらの VMDK が存在することを
確認します。

•

システム データベース（マスター、モデル、msdb）には、別々の VMDK を使用します。これ
らの VMDK が、ユーザ データベースとオペレーティング システムの VMDK を含むボリューム
とは別のボリュームに配置されたデータストアに格納されていることを確認します。

•

tempdb データベースには別々の VMDK を使用します。

•

VMware vSphere 用の NetApp Virtual Storage Console（VSC）を使用して、VMDK をプロビ
ジョニングします。

•

VSC でプロビジョニングされた VMDK にユーザ データベースを直接作成します。

•

データ ファイル（テーブルとインデックス）は、SQL Server ストレージ エンジンで使用され
るプライマリ ファイルです。各データベースには複数のファイルが存在し、複数の VMDK に分
散されることがあります。

•

可能であれば、異なる Windows Server マシン間でボリュームとデータストアを共有しないで
ください。

ESXi は、NAS サーバ上の指定された NFS ボリュームにアクセスし、ボリュームをマウントして、
ストレージのニーズに使用できます。NFS ボリュームを使用して、VMFS データストアと同じ方法
で仮想マシンを格納およびブートできます。ESXi は、NFS ボリューム上で次の共有ストレージ機
能をサポートします。
•

vMotion

•

VMware DRS と VMware HA

•

ISO イメージは、仮想マシンに CD-ROM として提供されます

•

仮想マシンのスナップショット
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ESX 5.0 以降では、最大 256 個の NFS データストアがサポートされます。デフォルト値は 8 です
が、この値は、使用する ESX または ESXi のバージョンに固有の最大数まで増やすことができます。
NFS データストアに関するネットアップの推奨事項は次のとおりです。
•

NFS データストアとして使用される各 NFS エクスポートが、そのボリュームに存在することを
確認します。

•

複数のインスタンスからの複数のシステム データベースには、1 つの NFS データストアを使用
します。

•

ユーザ データベースとユーザ ログごとに 1 つの NFS データストアを使用します。または、ユー
ザ データベースとユーザ ログインを別々の NFS データストアに分けます。

•

NFS ストレージ ネットワークのデフォルト ゲートウェイを定義しないでください。

•

各 ESX サーバまたは ESXi サーバで同じネットアップのターゲット IP アドレスを使用して、各
NFS データストアが各 ESX サーバまたは ESXi サーバから 1 回だけ接続されていることを確認
します。

図 10 は、非常に低い（1 ミリ秒未満の）レイテンシを必要としない、小規模なデータベース
（200GB 未満）向けのシンプルなレイアウトです。このレイアウトでは、データストアとフレキシ
ブル ボリュームを簡単に管理できます。
図 10）VMFS データストアまたは NFS データストアを使用した VMDK 上のシンプルなデータベース
レイアウトの例

図 11 は、VMFS データストアまたは NFS データストアで VMDK を使用する VMware のデータベー
ス レイアウトの例を示しています。データベース ストレージの設計には、次の特性があります。
ユーザが NFS データストアにある VMDK に単一のデータベースをリストアする場合、SMSQL
または SnapCenter は、選択した Snapshot コピーからフレキシブル ボリュームを作成し、
Single File SnapRestore®（SFSR）を実行してデータ ファイルとログをリカバリします。した
がって、ボリューム SnapRestore を使用する場合よりもリカバリ時間が少し長くなります。

•
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複数のデータベース ファイルとログを同じ VMDK に配置する場合、I/O が競合する可能性があ
り、パフォーマンスが専用の VMDK ほど高くない可能性があります。

•

図 11）VMFS データストアまたは NFS データストアを使用した VMDK 上のデータベース レイアウトの例

RDM を使用すると、VM は専用のストレージ LUN を使用して、SAN に直接接続されます。ESXi ホ
ストから認識できる LUN の合計数は 256 に制限され、最大 32 台の ESXi サーバのクラスタ全体で
同じ LUN が認識されます。RDM は、仮想マシンが SAN 対応である場合など、いくつかの特定の状
況で推奨されます。仮想マシンで RDM LUN を使用する場合は、Microsoft Windows 用
SnapCenter プラグインを使用することを推奨します。ネットアップは、次のいずれかの理由で
RDM を使用することを推奨しています。
•

サイズが 2TB を超えるファイルが必要な場合。VMDK ファイルのサイズが 2TB に制限されてい
るためです

•

クラスタ化されたデータとクォーラム ディスクを使用する必要がある場合（仮想クラスタから
仮想クラスタへ、物理クラスタから仮想クラスタへの両方に適用）

6 Storage Efficiency と管理性
Storage Efficiency とは、システム全体のパフォーマンスにほとんど影響を与えずに、最小限のスト
レージ スペースを消費する方法で、SQL Server データを格納および管理できる機能です。Storage
Efficiency は、データ重複排除にとどまらず、RAID、プロビジョニング（全体的なレイアウトと利
用率）、ミラーリング、その他のデータ保護テクノロジを組み合わせたものです。
次のネットアップのテクノロジは、インフラ内の既存のストレージを最適化し、将来のストレージ支
出を先送りまたは回避することで、ストレージ効率を実現し、コスト削減のメリットを享受します。
これらのテクノロジを組み合わせて使用するほど、コストが大きくなります。

6.1 Snapshot コピー
NetApp Snapshot テクノロジは、ONTAP アーキテクチャの WAFL®整合ポイントを作成すること
で、ファイル システム（ボリューム）や LUN のバックアップであるポイントインタイム コピーを、
コストをかけずに短時間で作成します。NetApp SnapCenter または SnapManager を SQL Server
仮想デバイス インターフェイス（VDI）と統合することで、本番 SQL Server データベースのアプ
リケーション整合性のある Snapshot コピーを作成できます。本番データベースのダウンタイムは
発生しません。
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Snapshot は、データを退避させるタイプのほかのテクノロジとは異なり、データの移動が発生しな
いため、コピーの作成がパフォーマンスに影響することがありません。Snapshot コピーのコスト
は、ミラー コピーのようにバックアップごとに 100%発生するのではなく、ブロックレベルで変更
のあった割合だけ発生します。Snapshot テクノロジを使用すると、バックアップやリストアのため
のストレージ コストを削減し、数多くの効率的なデータ管理機能を使用できるようになります。
データベースで同じボリューム上の複数の LUN を使用する場合、Snapshot コピーはボリュームベー
スであるため、これらの LUN のすべての Snapshot コピーが同時に作成されます。SnapManager
for SQL Server（SMSQL）または SnapCenter のクローン処理では、SMSQL または SnapCenter
の検証処理中に書き込み可能な Snapshot コピーを使用して、Snapshot コピーから LUN をリスト
アし、一時的な読み取り/書き込みアクセスを可能にします。

6.2 シンプロビジョニング
シンプロビジョニングは、使用可能なストレージ スペースの使用を最適化する方法です。この方法で
は、従来の方法のようにすべてのブロックを事前に割り当てるのではなく、データ ブロックをオン
デマンドで割り当てます。この方法により、ほぼすべての空白スペースが取り除かれ、低い利用率を
改善できます。
FlexVol は、ネットアップのシンプロビジョニングを支えるテクノロジであり、ONTAP の仮想化レ
イヤと考えることができます。LUN が作成されると、ボリュームから特定のデータ ブロックを、
LUN 自体またコピー専用にすることはありません。代わりに、データが実際に書き込まれるときに
ネットアップ アグリゲートのブロックを割り当てます。この割り当て方法を使用すると、管理者は、
ストレージ システムで物理的に使用可能なスペースよりも、接続されているサーバから見て多くの
ストレージ スペースをプロビジョニングできます。
ストレージ消費を予測できない場合や変動が大きい場合は、急激な増加に対応できるように、スト
レージのオーバーコミットメントのレベルを低くすることを推奨します。ストレージのコミットメン
トを 100%（オーバーコミットメントなし）に制限し、傾向分析機能を使用して、どの程度までで
あればオーバーコミットメントを許容できるかを特定することを検討してください。ストレージの
オーバーコミットメントは、最小限のシステム停止でも許容できないミッションクリティカルなアプ
リケーション（SQL Server など）に対して慎重に検討し、管理する必要があります。このような場
合は、ストレージの消費傾向を監視して、オーバーコミットメントの許容量を判断することを推奨し
ます。
新しいストレージを調達するのに時間がかかる場合は、その時間を考慮してストレージのオーバーコ
ミットメントしきい値を調整してください。管理者が新しいストレージを調達して導入する時間を確
保できるように、オーバーコミットメントしきい値を余裕を持った値に設定する必要があります。
Exchange 環境でのシンプロビジョニング設定における潜在的なリスクは、それ以上データを書き込
む十分なスペースがない場合に、LUN がオフラインになることです。ボリュームの自動拡張機能を
軽減メカニズムとして使用して、シンプロビジョニングと高いストレージ使用率を安全に許可します。

6.3 スペース ギャランティ
スペース ギャランティにより、シンプロビジョニングが可能になります。スペース ギャランティ オ
プションは、ボリュームまたは LUN レベルで設定できます。ボリューム レベルのスペース ギャラン
ティがボリューム（デフォルト設定）に設定されている場合、FlexVol が必要とするスペースの量
は、そのボリュームの作成時にアグリゲートから常に使用できます。
スペース ギャランティを「none」に設定した場合は、ボリュームの作成時にアグリゲートからス
ペースがリザーブされません。スペースは、データをボリュームに書き込むとき、アグリゲートから
確保されます。ギャランティを「none」に設定したボリュームで、スペース リザーブ LUN に対し
て書き込み処理を行うと、その包含アグリゲートに十分な空き容量がない場合、処理は失敗します。
LUN リザベーションは、LUN にボリューム内のスペースがあることを確認しますが、ギャランティを
「none」に設定しても、ボリュームにアグリゲート内のスペースがあることは保証されません。ボ
リュームのスペース ギャランティを「file」に設定した場合は、スペース リザベーションを有効にし
た LUN を完全に書き換えられるだけのスペースがアグリゲート内に確保されます。
SQL Server 環境でシンプロビジョニングを使用して、スペース使用率を向上させ、スペース ギャ
ランティ機能を使用する場合のストレージ要件全体を削減することを推奨します。
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6.4 スペース再生
スペース再生は、LUN 内の未使用スペースをリカバリするために定期的に開始できます。ストレー
ジ スペースは、SnapDrive の Start Space Reclaimer オプションを使用してストレージ レベルで
再利用できるため、LUN および Snapshot コピーの使用率を削減できます。
SnapCenter では、次の PowerShell コマンドを使用して、Space Reclaimer を起動できます。
Invoke-SdHostVolumeSpaceReclaim -Path drive_path

スペース再生を実行する必要がある場合は、最初にホスト上のサイクルを消費するため、アクティビ
ティが少ない時間帯にこのプロセスを実行する必要があります。

6.5 フラクショナル リザーブ
フラクショナル リザーブは、ボリューム内のほかのすべてのスペースが使用されたあとに、LUN の
Snapshot コピーの上書きに使用されるスペースを決定するボリューム オプションです。
NetApp ストレージ アプライアンスは、LUN シンプロビジョニングにさまざまな方法で構成できま
す。各方法には長所と短所があります。シンプロビジョニングされたボリュームとシンプロビジョ
ニングされていないボリュームを同じストレージ システム上または同じアグリゲート上に配置する
こともできます。次の 2 つのオプションは、SQL Server でシンプロビジョニングを使用する場合の
ベストプラクティス構成とみなされます。

ボリューム ギャランティを「none」に設定
表 2 の設定の利点は、アグリゲートの空きスペースが空きスペースの共有プールとして使用されるこ
とです。短所は、ボリューム同士の依存性が高いため、ボリュームごとに個別にシンプロビジョニン
グのレベルを調整することが難しいという点です。
表 2 の構成を使用する場合、ボリュームの合計サイズは、ホスト アグリゲートで使用可能な実際の
ストレージよりも大きくなります。通常、この設定を使用してボリュームのサイズを設定すると、ス
トレージ管理者は、アグリゲート内の使用済みスペースの管理と監視を行うだけでよくなります。こ
のオプションは本番データをホストするスペースには影響しない一方で、バックアップ スペースは
動的に変化するようになります。
表 2）ボリューム ギャランティが「なし」に設定されている

設定

値

ボリューム ギャランティ

なし

LUN リザベーション

有効

fractional_reserve

0%

snap_reserve

0%

自動削除

volume/oldest_first

autosize

off

try_first

snap_delete

自動拡張と自動削除の使用
表 3 の構成では、SQL Server 環境のシンプロビジョニングのレベルを細かく調整できます。この設
定では、ボリューム サイズにより、ボリューム内の LUN でのみ使用可能なスペースの量が定義（保
証）されます。アグリゲートは、そのアグリゲートに含まれるすべてのボリュームで使用可能なス
ペースの共有ストレージ プールの役割を果たします。
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LUN または Snapshot コピーがボリュームで使用可能なスペースよりも多くのスペースを必要とす
る場合、ボリュームは自動的に拡張し、包含アグリゲートからより多くのスペースを取得します。
さらに、LUN スペース リザベーション設定を無効にする利点は、LUN が必要としないスペースを
Snapshot コピーで使用できることです。Snapshot コピーがスペースを占有するようになると、
自動削除機能により削除されるため、LUN 自体のスペースが足りなくなる危険もありません。
注：NetApp FlexClone®ボリュームの作成に使用される Snapshot コピーは、自動削除オプション
では削除されません。
表 3）自動削除および自動拡張を使用したボリュームの設定

設定

値

ボリューム ギャランティ

ボリューム

LUN リザベーション

無効

fractional_reserve

0%

snap_reserve

0%

自動削除

volume/oldest_first

autosize

-

try_first

自動拡張

一般的な構成のほとんどに対しては自動拡張を使用することを推奨します。その理由は、ストレージ
管理者がアグリゲート内のスペース使用量を監視するだけで済むからです。

6.6 NetApp FlexClone
NetApp FlexClone テクノロジを使用すると、デスティネーション FlexVol の読み書き可能なコピーを
すばやく作成できます。データを追加でコピーする必要はもうありません。FlexClone ボリュームは、
テストや開発を行う場合、段階的に改善を行う場合、また、元の整合性を損なうことなくデータを変
更可能な形式で配布する必要がある場合に役立ちます。FlexClone を使用する一般的なシナリオは、
ロールアップ パッチまたはホットフィックスのインストール前にテスト/開発を行う場合です。
FlexClone テクノロジは、プライマリ ストレージ システムと SnapMirror デスティネーションの
両方で、リソースを効果的に使用するために利用できます。また、FlexClone を使用すると、SQL
Server 環境の運用を中断することなくディザスタ リカバリのテストを行うこともできます。
SQL Server では、Snapshot に基づいて FlexClone ボリュームを作成するために、アプリケーション
と整合性のある Snapshot コピーが必要です。SnapCenter を使用して、Snapshot コピーを作成す
ることを推奨します。SnapCenter 用 SQL Server プラグインの詳細については、『TR-4714: Best
Practice Guide for SQL Server Using NetApp SnapCenter』を参照してください。

6.7 圧縮、コンパクション、重複排除
圧縮と重複排除の 2 つの Storage Efficiency オプションを使用すると、所定の量の物理ストレージに
格納できる論理データの量を増やすことができます。圧縮とは、簡単に言うと、データのパターンを
検出してスペースが低減するようにエンコードする数学的なプロセスです。一方重複排除は、データ
内で繰り返されるブロックを検出し、余計なコピーを取り除きます。どちらも結果にはそれほど違い
はありませんが、仕組みが大きく異なるため管理の仕方も異なります。
インライン データ コンパクションは ONTAP 9 で登場した機能で、圧縮効率を向上させます。アダ
プティブ圧縮では 4K の WAFL ブロックに 8K の I/O が格納されるため、実現する削減率は最大でも
2:1 です。二次圧縮のような圧縮手法は、8K よりも大きいサイズのブロックを使用するので効率性
に優れていますが、小さなブロックを上書きするデータには適しません。32KB のデータ ユニットを
解凍して 8K 分を更新し、再度圧縮してからディスクに改めて書き込む処理では、オーバーヘッドが
発生します。
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圧縮
データベースの圧縮方法はいくつかあります。最近まで、データベースは大量のスピンドルを使用し
ないと、パフォーマンスを十分に提供できない場合がほとんどだったため、圧縮による効果は限られ
ていました。満足なパフォーマンスが得られるストレージ アレイを構築しようとすると、アレイが
提供する容量が必要以上になってしまうことが一般的でしたが、この状況はソリッドステート スト
レージの普及で変わりました。優れたパフォーマンスを得るために、ドライブを過度にオーバープロ
ビジョニングする必要がなくなったのです。
圧縮を使用しなくても、データベースをソリッドステート ストレージ プラットフォームに移行すれば
（HDD との混在構成かオール SSD かは問わない）、I/O のサポートのためだけにドライブを購入す
る必要がなくなり、コストを大幅に削減できます。たとえば、ネットアップは最近の大規模データ
ベース プロジェクトのストレージ構成をいくつか対象に、NetApp Flash Cache™および Flash
Pool™のインテリジェント データ キャッシングまたはオールフラッシュ アレイを使用して、ソリッ
ド ステート ドライブ（SSD）を使用する場合と使用しない場合のコストを比較しました。この 2 つ
のフラッシュ テクノロジによって、コストが約半分に削減されたことがわかりました。IOPS 密度が
高いフラッシュ メディアを使用したことで、本来なら必要だった回転式ディスクとシェルフの数を
大きく減らせたことがその理由です。詳細については、『NetApp AFF8080 EX Performance and
Server Consolidation with Microsoft SQL Server 2014』を参照してください。
上述のように、ソリッド ステート ドライブ（SSD）では IOPS が向上するため、ほぼすべてのケー
スでコストを削減できますが、さらに圧縮を使用すれば、ソリッド ステート メディアの実効容量を
増やして、削減効果をさらに高められます。
SQL Server では現在、行圧縮とページ圧縮の 2 種類のデータ圧縮がサポートされています。行圧縮
はデータストレージ形式を変更します。たとえば、整数と小数を、ネイティブの固定長形式ではなく
可変長形式に変更します。また、空白スペースを排除することで、固定長文字列を可変長形式に変更
します。ページ圧縮では、行圧縮とその他の 2 つの圧縮方式（プレフィックス圧縮とディクショナリ
圧縮）が実装されます。詳細については、『Page Compression Implementation』を参照してくだ
さい。
データ圧縮は、SQL Server 2008 以降の Enterprise、Developer、および Evaluation Edition で現
在サポートされています。圧縮はデータベース自体から実行することも可能ですが、SQL Server 環
境ではこの方法がとられることは滅多にありません。
ネットアップのアダプティブ圧縮
アダプティブ圧縮は、SQL Server ワークロードで徹底的にテストされており、遅延がマイクロ秒単
位で測定されるオールフラッシュ環境（デフォルトで有効になっている環境）でも、パフォーマンス
への影響はごくわずかです。最初のテストでは、一部のお客様から、圧縮によってパフォーマンスが
向上したという報告もありました。これは、圧縮によって、データベースに使用できる SSD の容量
が増えたことによります。
ONTAP は物理ブロックを 4KB 単位で管理するので、8KB のブロックを使用する一般的な SQL
Server データベースの場合、最大で 2:1 の圧縮を実現できます。実際のユーザ データを使った初期
のテストではこれに近い圧縮率が観察されましたが、実際の結果は、格納されているデータのタイプ
によって異なります。
ネットアップの二次圧縮
二次圧縮では、使用するブロックのサイズがアダプティブ圧縮よりも大きく、32KB に固定されま
す。このため ONTAP はデータを効率よく圧縮できますが、二次圧縮は主に、保存中のデータやシー
ケンシャルに書き込まれるデータなど、最大限の圧縮が必要なデータ向けに設計された機能です。
トランザクション ログやバックアップ ファイルなどのデータには、二次圧縮を使用することを推奨
します。こうしたタイプのファイルはシーケンシャルで書き込まれており、更新されることはありま
せん。だからと言ってアダプティブ圧縮は勧められないということではありませんが、格納中のデー
タが大量にある場合は、アダプティブ圧縮よりも二次圧縮の方が削減効果が高まります。
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データ量が膨大で、データ ファイルそのものが読み取り専用またはほとんど更新されない場合は、
二次圧縮の使用を検討してください。32KB のブロック サイズを使用するデータ ファイルには、同
じく 32KB のブロック サイズを使用する二次圧縮を使用した方が、高い圧縮効果が得られます。た
だし、圧縮するボリュームに、ブロック サイズが 32KB 以外のデータが格納されていないことを注
意して確認する必要があります。また、二次圧縮は、頻繁に更新されないデータのみに使用してくだ
さい。

インライン データ コンパクション
インライン データ コンパクションでは、論理的な WAFL ブロックを物理的な WAFL ブロックに格納
することが可能です。例えば、テキストや部分的にフルのブロックのように極限まで圧縮可能なデー
タを格納したデータベースは、8KB から 1KB に圧縮することができますが、コンパクションを使用
しない場合、この 1KB のデータによって、4KB ブロック全体がその後も占有されます。インライン
データ コンパクションを使用すれば、圧縮した 1KB のデータを、他の圧縮データと一緒に 1KB ちょ
うどの物理スペースに格納できます。これは、圧縮技術ではなく、ディスクにスペースを割り当てる
効率的な方法であるため、パフォーマンスへの影響は検出されません。
得られる削減効果の程度はさまざまです。圧縮済みのデータや暗号化データは、通常それ以上は圧縮
することができないため、コンパクションによるメリットはありません。ブロック メタデータかせ
いぜいゼロ ブロックを含む場合、新しく初期化された SQL Server データ ファイルは、最大 80：1
で圧縮されます。これによりもたらされる可能性ははかり知れません。どれくらいの削減効果を実現
できるかを検証する一番の方法は、ネットアップのスペース削減試算ツール（SSET）を使用すること
です。このツールは NetApp Field Portal から、またはネットアップの担当者経由で入手可能です。

重複排除
SQL Server データベース ファイルで重複排除を使用することは推奨されません。主に、このプロセ
スはほとんど効果がありません。SQL Server ページには、データベースにグローバルに固有のヘッ
ダーと、ほぼ一意のトレーラが含まれています。重複排除によってスペースは 1 パーセント削減でき
ますが、深刻なオーバーヘッドが発生するという犠牲が伴います。
多くの競合企業は、SQL Server データベースが何回も複製されていると仮定すれば、重複排除が可
能だと主張しています。この点では、ネットアップの重複排除も有効ですが、ONTAP には NetApp
FlexClone というより優れたオプションがあります。結果はどちらも同じで、基盤の物理ブロックの
ほとんどを共有する SQL Server データベースのコピーが複数作成されます。FlexClone を使用すれ
ば、時間をかけてデータ ファイルを複製し、その後重複を排除するよりも、はるかに効率的です。
FlexClone では、重複を排除するのではなく、二重になる部分が最初から作成されません。
同じデータ ファイルから作成されたコピーが複数存在するまれなケースについては、重複排除を使
用できます。
ネットアップは、バックアップから同じボリュームへのデータベースの復元など、ボリュームに同じ
データの複数のコピーが含まれていることがわかっている場合を除き、SQL Server データ ファイルを
含むボリュームで重複排除を有効にしないことを推奨します。

6.8 NetApp SnapMirror
NetApp SnapMirror テクノロジは、LAN や WAN 経由でデータをミラーリングまたは複製するため
の、高速で柔軟なエンタープライズ ソリューションを提供します。SnapMirror テクノロジは、最初
のベース転送後に変更された 4KB のデータ ブロックのみをデスティネーションに転送し、ネットワー
ク帯域幅の要件を大幅に削減します。SnapMirror は、設定された複製更新間隔に基づいて、非同期
ボリュームレベルの複製を提供します。SnapMirror for SQL Server の推奨事項は次のとおりです。
•

デスティネーション SVM は、ソース SVM がメンバーになっている Active Directory ドメイン
のメンバーである必要があります。これにより、NAS ファイルに格納されているアクセス制御リ
スト（ACL）が、災害からのリカバリ時に破損しないようになります。

•

ソース ボリューム名と同じデスティネーション ボリューム名を使用する必要はありませんが、
デスティネーション ボリュームをデスティネーションにマウントするプロセスを管理しやすく
できます。CIFS を使用する場合は、デスティネーション NAS ネームスペースをソース ネーム
スペースと同じパスとディレクトリ構造にする必要があります。
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•

整合性を保つために、コントローラからの SnapMirror 更新のスケジュールを設定しないでくだ
さい。ただし、フル バックアップまたはログ バックアップの完了後に、SMSQL または
SnapCenter からの SnapMirror 更新を有効にして、SnapMirror を更新します。

•

SQL Server データを含むボリュームをクラスタ内の異なるノードに分散し、すべてのクラスタ
ノードが SnapMirror レプリケーション アクティビティを共有できるようにします。この分散に
より、ノード リソースの使用が最適化されます。

•

可用性グループが使用する CIFS 共有を、災害復旧のためにセカンダリ データセンターにミラー
リングします。

SnapMirror の詳細については、以下を参照してください。
•

TR-4015-0118-SnapMirror-Configuration-Best-Practices-ONTAP-9.1-9.2

•

TR-4733 SnapMirror Synchronous for ONTAP 9.5

7 データ ファブリックと SQL Server
7.1 はじめに
ネットアップのデータ ファブリックは、未来につながるデータ管理のビジョンです。データ ファブ
リックを利用すれば、最も必要とされる場所でデータに自由にアクセスできるため、即応性やイノ
ベーションの向上につながります。お客様は、ハイブリッド クラウドの可能性を最大限に引き出し、
ビジネスに最適な意思決定を行うことができます。
このビジョンを実現するために、データ ファブリックでは、ネットアップのハイブリッド クラウド
向けテクノロジ アーキテクチャを定義しています。ネットアップの製品、サービス、パートナーシッ
プは、フラッシュ、ディスク、クラウドにまたがる多様な IT リソース全体で、データをシームレス
に管理できるようお客様を支援します。アプリケーションのニーズに合わせて適切なリソース セッ
トを選択できる柔軟性と、必要に応じてリソースを自由に変更できる柔軟性を備えています。
真のデータ ファブリックは、次の 5 つの設計原理を実現するものです。
•

コントロール：データがオンプレミス、ニア クラウド、クラウド内のどこにあっても、データ
の管理やガバナンスを保護して維持します。

•

選択肢：クラウド、アプリケーション エコシステム、提供方法、ストレージ システム、導入
モデルを選択でき、自由に変更できます。

•

統合：アーキテクチャ スタックのすべてのレイヤのコンポーネントの価値を最大限に引き出し
つつ、すべてのコンポーネントが 1 つとなって動作できるようにします。

•

アクセス：アプリケーションが必要とする時と場所と方法に合わせてデータにアクセスできます。

•

一貫性：データが実際に存在する場所に関係なく、一般的なツールやプロセスによって、複数の
環境にまたがるデータを管理します。

ネットアップのデータ ファブリックは、お客様がデジタル変革の課題に対応できるよう支援しま
す。これにより、次のことが可能になります。
•

ハイブリッド クラウドならではの利点を最大限に活用

•

次世代データセンターを構築

•

データ管理によってストレージを最新化する

ハイブリッド クラウドの活用
格納場所を問わず、すべてのクラウド上で、安全な方法で自在にデータを管理、移動クラウドとオン
プレミス全体でデータ管理を簡易化、統合し、デジタル変革を加速

次世代データセンターを構築
最新のアプリケーションで求められるスケールと QoS を実現データ管理のための一貫した統合的な
サービスとアプリケーションを提供することで、データの可視性と分析、データのアクセスと制御、
データの保護とセキュリティを実現
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データ管理によってストレージを最新化
インフラをアップグレードし、既存のアプリケーションに最新のデータ サービスを提供します。
優れた競争力を新たに獲得するために、データを有効活用します。
図 12）ネットアップのデータファブリック：次世代データセンターへのシームレスな移行を支援する

7.2 Cloud Volumes ONTAP
Cloud Volumes ONTAP は、Amazon Web Services （AWS）、Azure、Google Cloud Platform
（GCP）などのハイパースケーラ クラウド環境で動作し、ハイパースケーラ ストレージ ボリューム
にインテリジェンスとデータ ファブリック接続を提供します。Cloud Volumes ONTAP で SQL
Server を実行する場合の全体的なベスト プラクティスは、ONTAP で SQL Server を実行する場合
と同じです。Cloud Volumes ONTAP 上の SQL Server に固有の主な考慮事項は、パフォーマンスを
低下させ、コストを削減することです。
Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンスは、クラウド プロバイダが管理する基盤のボリュームの
パフォーマンスから部分的な制約を受けますが、その結果、ストレージの管理が容易になり、Cloud
Volumes ONTAP のキャッシュ機能によりパフォーマンスが向上する場合があります。ただし、
IOPS とレイテンシに関してはパブリック クラウド プロバイダ次第なので、多少の制約が常に発生
します。
Cloud Volumes ONTAP の主な用途は、現在のところ、DR、開発、テストです。ただし、一部のお
客様は、本番環境で Cloud Volumes ONTAP を使用しています。

Cloud Volumes ONTAP with SQL Server のメリット
Cloud Volumes ONTAP は、サービスレベルの向上、IT および DevOps の時間の短縮、ストレージ
管理と関連コストの削減を実現する高度なデータ管理機能を提供します。SQL Server で Cloud
Volumes ONTAP を使用するメリットは次のとおりです。
ストレージの効率化によるコスト削減。Cloud Volumes ONTAP では、ストレージ容量を最大
90%削減できます。ストレージ容量に影響を与えないデータ重複排除、圧縮、シンクローニン
グ、Snapshot コピーなどのスペース効率化テクノロジを利用できます。

•
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•

高可用性。複数の可用性ゾーンをサポートする 2 ノード ソリューションで高可用性を実現し、
データ損失なし（RPO=0）と短いリカバリ時間（RTO<60 秒）で、重要な本番ワークロードと
データベースのビジネス継続性を実現します。

•

データ保護とディザスタ リカバリ。効率的なデータ Snapshot コピーとディザスタ リカバリ コ
ピーを使用して、データの破損や損失からのリカバリを実現します。これらのコピーは簡単に構
成でき、コスト効率に優れています。また、分単位の SLA を満たすシームレスなフェイルオー
バー、フェイルバック、リストア、リカバリのプロセスをサポートします

•

ハイブリッド環境とマルチクラウド環境。DR、HA、開発/テストと DevOps、サンドボックス、
レポート、データ階層化、ワークロード ホスティング、トレーニングなど、ハイブリッド環境
とマルチクラウド環境で同じストレージと高度な ONTAP データ管理ソフトウェアを使用するこ
とで、時間とコストを節約できます。

•

データ移動。効率的なデータ Snapshot コピーを利用して、データの移行、複製、同期を安全に
行い、差分変更のみを転送し、NetApp SnapMirror を使用して任意の時点からリカバリでき
ます。

•

開発者向けのクローニング テクノロジ。FlexClone を使用すると、書き込み可能なボリュームを
Snapshot コピーからクローニングすることで、DevOps の即応性が向上します。これにより、
組織や地域間でデータを同時に共有できるようになり、容量やパフォーマンスが低下することは
ありません。これらのプロセスは、SnapCenter を使用してアプリケーションの整合性を確保す
ることで実行できます。

•

相互運用性。データおよびファイル共有にマルチプロトコル サポート（iSCSI および SMB）を
活用し、SQL Server ワークロードのニーズに対応します。

•

柔軟なライセンス。ONTAP ソリューションには、時間単位の価格設定オプション、長期のサブ
スクリプション、および独自のライセンス（BYOL）オプションからなる複数の Cloud Volumes
があります。

•

セキュリティの強化。Cloud Volumes ONTAP は、ハイパースケーラが提供するセキュリティ
機能やプライバシー機能に加えて、ネットアップが管理する暗号化機能を提供します。これによ
り、社内の暗号キーを管理できます。

Cloud Volumes ONTAP の詳細については、https://cloud.netapp.com/ontap-cloud を参照して
ください。

計画とライセンス
Cloud Volumes ONTAP を計画するにあたって最も重要となるのは、最初にデータベースの要件を
パフォーマンス、容量、可用性の観点から定義する必要があることです。次に、Cloud Volumes
ONTAP をホストする仮想環境および Cloud Volumes ONTAP を使用するホストの機能と制限事項
に照らして、必要な構成に合わせて要件を調整する必要があります。最後に、クラウド環境全体の
コストを評価します。
考慮する点は次のとおりです。
•

SQL Server がブロック プロトコルとファイル プロトコルの両方をサポートしていることを
考慮して、どのプロトコルを使用するか

•

必要なランダム IOPS

•

データベース サーバと Cloud Volumes ONTAP の間に必要な帯域幅

•

ライセンス要件

•

バックアップ、リカバリ、可用性の SLA

•

クラウド環境がアクティブになる頻度

•

バックアップとリカバリの要件

Cloud Volumes ONTAP のライセンス
Cloud Volumes ONTAP のライセンスは、ハイパースケーラ クラウド プロバイダ経由のオンデマン
ド、または BYOL モデルのいずれかの方法で提供されます。
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詳細な価格情報は、AWS と Microsoft Azure Marketplace で入手できます。オンデマンド ライ
センスが適していない場合は、ネットアップまたはネットアップのパートナーから Cloud Volumes
ONTAP ライセンスを直接購入できます。

パフォーマンス
Cloud Volumes ONTAP では、ハイパースケーラ ボリュームの集合を使用して、Snapshot コピーに
基づくバックアップ / リカバリ、データベース クローニング、ディザスタ リカバリ サービスなど
の高度な機能を提供します。Cloud Volumes ONTAP では、基盤となるハイパースケーラ ボリュー
ムの機能を大幅に超えてパフォーマンスを向上させることはできません。Cloud Volumes ONTAP
にはキャッシュが用意されており、読み取りワークロードの繰り返しが非常に高いなど、キャッシュ
性の高いワークロードを支援します。ただし一般的には、基盤となるハイパースケーラ ボリューム
のデータベース パフォーマンスが Cloud Volumes ONTAP を使用することで上下することはありま
せん。通常とは異なるワークロードや、全体的な構成が最適な状態でない場合などは例外です。
Cloud Volumes ONTAP の詳細なパフォーマンス情報については、『Performance
Characterization of Cloud Volumes ONTAP in AWS』および『Performance Characterization of
Cloud Volumes ONTAP in Azure』を参照してください。

Cloud Volumes ONTAP 用のバックアップとクローン
SnapCenter ソフトウェアは、データ保護のための統合された拡張性の高いプラットフォームです。
SnapCenter は、一元的な管理と監視を実現し、アプリケーション固有のバックアップ、リストア、
クローニング操作の管理に役立ちます。SnapCenter を使用すれば、データベース、ストレージ、
仮想化の管理者が、さまざまなアプリケーション、データベース、VM のバックアップ、リストア、
クローニングの処理を 1 つのツールで実行できます。
SnapMirror を使用して、オンプレミス環境とクラウド間、およびプライベート クラウド、ハイブ
リッド クラウド、パブリック クラウド間で SQL Server データベースをレプリケートできます。
ハイブリッド クラウド環境（FAS または AFF のオンプレミス レプリケーションを Cloud Volumes
ONTAP に実行）では、OnCommand Cloud Manager を使用してミラー関係を作成できます。
OnCommand Cloud Manager の詳細については、『Cloud Manager および Cloud Volumes
ONTAP のドキュメント』を参照してください。
SnapCenter では、リソース グループとポリシー管理（スケジュール設定や保持設定を含む）を使
用して、アプリケーション リソースの一元管理とデータ保護ジョブの実行を容易に実行できます。
SnapCenter では、ダッシュボード、複数のレポート作成オプション、ジョブ監視、ログおよびイ
ベント ビューアを使用して、統一されたレポートを作成できます。
SnapCenter の主要な機能には、次のものがあります。
アプリケーションとデータベース環境にまたがる統合された拡張性の高いプラットフォーム、
および SnapCenter Server を搭載した仮想ストレージと非仮想ストレージ

•
•

ロールベース アクセス コントロール（RBAC）のセキュリティと一元管理された役割の委任

•

プライマリとセカンダリの両方のデスティネーション（SnapMirror と SnapVault）から、アプ
リケーションと整合性のある Snapshot コピーの管理、リストア、クローン、バックアップ検証を
サポート

•

SnapCenter Ui からのリモート プラグイン パッケージのインストール

•

無停止でのリモート アップグレード

•

高速なデータ取得を可能にする専用の SnapCenter リポジトリ

•

Microsoft Windows のネットワーク負荷分散（NLB）とアプリケーション要求ルーティング
（ARR）を使用して実装された負荷分散による、水平方向の拡張をサポート

•

スケジュール設定とポリシー管理を一元化して、バックアップとクローンの操作をサポート

•

レポート作成、監視、ダッシュボードのビューを一元管理
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SnapCenter は、Snapshot、SnapMirror、SnapRestore ソフトウェア、FlexClone などのテクノ
ロジを活用しています。これにより、ネットアップは、Cloud Volumes ONTAP 用の iSCSI プロト
コルを介して SQL Server が提供するテクノロジとシームレスに統合できます。SnapCenter Plugin for Microsoft SQL Server の詳細については、『Best Practice Guide for SQL Server using
NetApp SnapCenter』を参照してください。SnapCenter および SQL Server のビデオ リソースに
ついては、次のリンクを参照してください。
•

Setup SnapCenter 4.0 for SQL Server plug-in

•

How to clone a database using SnapCenter with SQL Server plug-in

•

How to back up and restore databases using SnapCenter with SQL Server Plug-in

•

Building SQL Server Failover Cluster Instance with SnapCenter for SQL Server Plug-in

7.3 Cloud Volumes Service
NetApp Cloud Volumes Service は、Amazon Web Services（AWS）と Google Cloud Platform
（GCP）で利用できる、完全に管理されたクラウド ストレージ ソリューションです。ネットアップ
と Microsoft は、Microsoft Azure クラウド向けのハイパフォーマンスなファイルサービス環境を提
供する、Azure NetApp Files というファーストパーティ サービスを開発しました。このサービス
は、NFS v3、NFS v4、SMB をサポートし、100TB まで拡張でき、最高レベルのパフォーマンスで
ファイルを共有できます。また、自社で選んだクラウド プロバイダで、優れたデータ保護機能とセ
キュリティを利用できます。
主な利点は次のとおりです。
•

データ損失のないビジネス継続性、高速なフェイルオーバー、短いリカバリ時間、無停止のアッ
プグレード プロセスを維持します。

•

自動化機能とオーケストレーション機能で、タスクのスケジュールを作成して、要件が厳しい
ファイル共有のニーズを満たせます。

NetApp Cloud Volumes Service は、ストレージ容量を消費するが管理したくない開発者、基幹業
務担当エンジニア、データベース管理者、アプリケーション アーキテクトに最適です。IT アーキテ
クトやクラウド アーキテクトは、このサービスを使用してクラウド内のファイル サービスを検索す
ることもできます。

NetApp Cloud Volumes Service for AWS
Cloud Volumes Service for AWS は、AWS Marketplace を通じて直接購入することで、Amazon
Web Services を通じて単一の支払いモデルを顧客に提供し、開発用の使いやすいインターフェイス
を提供します。IT リーダーは、優れたクラウド データ サービスを透過的に利用して、ネットアップ
のファイル サービスの専門知識を利用できます。同時に、クラウド アーキテクトと開発チームは、
REST API を使用してすべてのものをプロビジョニングし、自動化して、より大規模なものにでき
ます。
NetApp Cloud Volumes Service for AWS は、SQL Server、Oracle、SAP などのデータ ストレー
ジにファイル サービスを利用する NFS または SMB ワークロードやアプリケーションを実行するお
客様に最適です。

SQL Server with Cloud Volumes Service の導入
SQL Server は、SMB プロトコルを使用して Cloud Volumes Service に導入できます。SQL
Server を SMB よりも使用する利点は次のとおりです。
•

ストレージの管理と変更を容易に行うことができます。

•

DBA やアプリケーション所有者は、sysadmin やストレージ管理者を介さずにストレージを管理
できます。

•

データ セキュリティの向上。ボリュームにアクセスできるのは、SQL Server サービス アカウン
トのみで、データは転送中に暗号化できます。

•

オンプレミス データベースと同等のパフォーマンス。
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SMB ファイル共有を指定する場合、スタンドアロンおよび Always-On 可用性グループ データベー
スでサポートされる UNC（Universal Naming Convention）パス形式は次のとおりです。
•

\\ServerName\ShareName\

•

\\ServerName\ShareName

UNC の詳細については、https://msdn.microsoft.com/library/gg465305.aspx を参照してくだ
さい。
SQL Server over SMB with Cloud Volumes サービスを導入するには、次のベスト プラクティスを
推奨します。
管理対象サービス アカウントまたはグループ管理対象サービスアカウント

•

−

DOMAIN\ACCOUNTNAME$

−

SQL Server サービス アカウントにフルコントロールを付与します

NT SERVICE\<SERVICENAME>などの仮想アカウントは使用しないでください

•

クラウド ボリューム サービスのプロビジョニング後、Everyone アカウントは通常、ボリュームに
アクセスできます。SQL Server サービスを割り当ててボリュームへのフルアクセスを許可し、ボ
リュームから Everyone アカウントの権限を削除することを推奨します。
図 13）SQL Server サービス アカウントへのフルアクセス権限の割り当て

ボリュームを作成し、適切な権限をボリュームに割り当てたあと、DBA またはアプリケーション所
有者は、SQL Server Management Studio または T-SQL スクリプトを使用して、データベースを
ボリュームに配置できます。
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図 14）SMB プロトコルを使用した Cloud Volumes Service への SQL Server データとログ ファイルの
導入例

SMB 共有に関する SQL Server の既知の問題：
•

NAS 上にある SQL Server 2017 データベースを接続解除すると、SQL Server データベースの
再接続中にデータベース権限の問題が発生することがあります。この問題は、
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=237321 で定義されています。この問題を回避す
るには、サポート技術情報の「関連情報」を参照してください。

•

現在、Cloud Volumes Service では、フェイルオーバー クラスタ インスタンス（FCI）のイン
ストールはサポートされていません。

SQL Server with Cloud Volumes Service の導入手順の詳細については、『Deploy SQL Server
Over SMB on Cloud Volumes Service』を参照してください。

適切なサービス レベルと割り当て容量の選択
Cloud Volumes Service for AWS のコストは、選択したサービス レベルと割り当てられた容量に基
づいて決まります。適切なサービス レベルと容量を選択することで、ストレージのニーズを最小限の
コストで満たすことができます。
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考慮事項
ストレージのニーズを評価する際は、次の 2 つの基本的な側面を考慮してください：
•

データを保持するためのストレージ容量

•

データとやり取りするためのストレージ帯域幅

ボリュームに選択した容量よりも多くのストレージ スペースを消費する場合は、次の点に注意して
ください。
•

サービス レベルで定義された価格で消費される追加のストレージ容量については、お客様に課
金されます。

•

ボリュームで使用可能なストレージ帯域幅は、割り当てられた容量サイズを増やすか、サービス
レベルを変更するまで増加しません。

サービス レベル
NetApp Cloud Volumes Service for AWS は、3 つのサービス レベルをサポートします。サービス
レベルは、ボリュームの作成または変更時に指定します。
サービス レベルは、さまざまなストレージ容量とストレージ帯域幅のニーズに対応します。
Standard（容量）

•

容量を最小限のコストで提供したい場合、帯域幅のニーズに制限がある場合は、Standard サー
ビス レベルが最適な場合があります。たとえば、ボリュームをバックアップ ターゲットとして
使用する場合などです。
−

帯域幅：プロビジョニングされた GB あたりの帯域幅は 16KB です

Premium（容量とパフォーマンスのバランス）

•

アプリケーションでストレージ容量と帯域幅がバランスよく必要な場合は、Premium サービス
レベルが最適な場合があります。このレベルは、Standard サービス レベルよりも MBps あたり
のコストが低く、ストレージ容量あたりのコストも Extreme サービス レベルよりも少なくなり
ます。
−

帯域幅：プロビジョニングされた GB あたりの帯域幅は 64KB です

Extreme（パフォーマンス）

•

ストレージの帯域幅に関しては、Extreme サービス レベルが最も低いため、コストがかかりま
せん。大容量ストレージを必要とせずに、アプリケーションがストレージ帯域幅を必要とする場
合は、Extreme サービス レベルが最適です。
−

帯域幅：プロビジョニングされた GB あたりの帯域幅は 128KB です

割り当て容量
ボリュームを作成または変更するときは、ボリュームに割り当てられている容量を指定する必要があ
ります。一般的なビジネス ニーズに基づいてサービス レベルを選択しますが、アプリケーション固
有のニーズに基づいて、割り当てられた容量のサイズを選択する必要があります。たとえば、次のよ
うになります。
•

アプリケーションに必要なストレージ スペース

•

アプリケーションまたはユーザが必要とする 1 秒あたりのストレージ帯域幅

割り当て容量は、GBps 単位で指定します。ボリュームに割り当てられた容量は、1GB～100,000GB
の範囲内で設定できます（100TBps に相当）。

帯域幅
選択したサービス レベルと割り当て容量の組み合わせによって、ボリュームの最大帯域幅が決まり
ます。
選択した帯域幅よりも多くの帯域幅が必要な場合は、サービス レベルを変更するか、割り当て容量を
増やすことができます。変更によってデータ アクセスが中断されることはありません。
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サービス レベルと割り当て容量を選択する
ニーズに最適なサービス レベルと割り当て容量を選択するには、ピーク時またはエッジ時に必要な
容量と帯域幅を把握する必要があります。

サービス レベルと割り当て容量のコスト比較
このリンクでは、さまざまなサービス レベルのコストと割り当て済み容量のサイズを比較します。
表の最初の列は容量を示し、その他の列は各容量ポイントで使用可能な MBps とそのコストを定義し
ます。

IOPS をスループットに変換する
前述のように、Cloud Volumes Service のレベルはスループットによって定義されます。ただし、
ほとんどのアプリケーションでは、スループットを IOPS 単位で定義する必要があります。次の式
は、SQL Server ワークロードで IOPS をスループットに変換するのに役立ちます。
必要な帯域幅 =（IOPS×I/O あたりの KB）÷1024
SQL Server は 8KB（1 ページ）以上で動作するため、前の式で使用する I/O は 8KB になります。
次に、IOPS をスループットに変換する例を示します。
アプリケーションには、1 万 6,000 IOPS が必要であると想定します。
SQL Server は最低 8K で動作するため、このアプリケーションには 16000x8KB（128,000KBps）
が必要です
1024 で割って KB を MB に変換します。128,000÷1024 = 125MBps
したがって、アプリケーションには 125Mbps が必要です
アプリケーションが必要とする割り当て容量を確認するには、このリンクから検索テーブルを作成す
る必要があります。前の例では、サービス レベルが Standard、Premium、および Extreme に選択
されている場合、プロビジョニングが必要な容量は 8、2、1TB になります。
表 4）IOPS が 1 万 6,000 のワークロードのクォータとサービス レベルの例

容量

Standard（MBps）

Premium（MBps）

Extreme（MBps）

1

16

64

128

2

32

128

250

3

48

192

384

4

64

256

512

5

80

320

640

6

96

384

768

7

112

448

896

8

128

5212

1024

このタスクにはサービス レベル テーブルの計算と検索が含まれるため、このタスクを支援し、アカ
ウントに Cloud Volumes Service を導入するための PowerShell スクリプトが開発されました。
PowerShell スクリプトは、付録に記載されています。

Cloud Volumes Service による高可用性の導入
SQL Server には、サーバまたはデータベースの高可用性を作成するためのオプションがいくつか用
意されています。高可用性オプションには、次のものがあります。
•

Always On フェイルオーバー クラスタ インスタンス

•

SQL Server Always On サービスの一部として、Always On FCI は Windows Server Failover
Clustering（WSFC）機能を使用して、サーバ インスタンス レベルである FCI での冗長性を通
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じてローカルの高可用性を提供します。FCI は、WSFC ノード全体、場合によっては複数のサブ
ネットにインストールされる SQL Server の単一インスタンスです。ネットワーク上では、1 台
のコンピュータで実行されている SQL Server のインスタンスのように見えますが、現在のノー
ドが使用できなくなった場合には、1 つの WSFC ノードから別の WSFC ノードにフェイルオー
バーする機能を備えています。
注： 現在、Always on FCI は Cloud Volumes Service ではサポートされていません。
Always On 可用性グループ

•

Always On 可用性グループは、SQL Server 2012（11.x）で導入された、エンタープライズレ
ベルの高可用性およびディザスタ リカバリ（災害復旧）ソリューションです。1 つまたは複数の
ユーザ 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。Always On 可用性グループを
使用するには、SQL Server インスタンスが WSFC ノード上に存在する必要があります。
SQL Server の Always On 可用性グループの詳細については、『Always On 可用性グループの
概要』を参照してください。
クラウド ボリューム サービスを使用して Always-On 可用性グループを設定するには、次の手順を
実行します。
1. Windows フェイルオーバー クラスタを作成します。
2. すべてのノードで SQL Server の Always On 機能を有効にします。
3. フル バックアップ データベースとログ バックアップ データベースを作成します。
4. norecovery オプションを使用して、データベースをレプリカ ノードにリストアします。

5. オプション join only を使用して、Always-On 可用性グループを作成し、データベースを
追加します。
図 15）SQL Server Always On with Cloud Volumes Service。

Always On Availability Groups Over SMB on Cloud Volumes Service に関する手順については、
『Deploy Always On Availability Groups Over SMB on Cloud Volumes Service』を参照してく
ださい。
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8 まとめ
SQL Server ユーザは、通常、SQL Server への投資回収率を高め、インフラを最適化してビジネス
要件と IT 要件をサポートするために、一連の大きな課題に直面しています。次のことが必要です。
•

新しいデータベースの導入や移行を迅速化し、これらの運用のリスクを軽減します。

•

パフォーマンス、拡張性、可用性などの SLA をサポートするように、基盤となるストレージ
インフラが完全に最適化されていることを確認します。

•

既存のデータベースとインフラを統合してコストを削減

•

複雑さを軽減し、IT インフラを簡素化します。

•

IT 担当者の生産性を向上します。

これらの課題を克服するために、設計者、システム管理者、DBA は、実証済みのベスト プラクティ
スとテクノロジに基づいて、データベースとストレージ インフラを導入したいと考えています。
このドキュメントでは、Microsoft SQL Server 環境の設計、最適化、拡張に関するネットアップの
推奨事項について説明します。この推奨事項は、実装によって大きく異なる場合があります。クラス
タ認識や仮想化などのオプションを使用すると、さらに多様になります。最適なソリューションは、
環境の技術的な詳細と、プロジェクトの背景にあるビジネス要件の 2 つによって決まります。
このドキュメントでは、次の分野で一般的な推奨事項を示します。
SQL Server ワークロード タイプ

•
•

SQL Server の設定

•

データベース ストレージ レイアウト

•

ストレージの効率化

また、データファブリックへの SQL Server の導入についても説明します。現在、SQL Server には
次の 2 つの製品があります。
•

Cloud Volumes ONTAP

•

Cloud Volumes Service

SQL Server データベースは、NetApp SnapCenter ソフトウェアまたは SnapCenter Plug-in for
Microsoft Windows と SnapManager for SQL Server を組み合わせて使用すると、すばやく簡単に
保護できます。これらの製品により、アプリケーションと整合性のあるバックアップ、自動クロー
ニング、SQL Server データベース、インスタンス、または可用性グループのリストアとリカバリが
可能になります。
ネットアップとパートナーのプロフェッショナル サービス エキスパートは、複雑なプロジェクトの
サポートを提供しています。プロジェクト中はサポートが不要な場合も、ネットアップが初めてのお
客様には、プロフェッショナル サービスを利用して高度なアプローチの設計に役立てていただくこ
とを強く推奨します。

付録
次に、IOPS をスループットに変換し、Cloud Volumes Service を検索し、Cloud Volumes
Service を導入する PowerShell スクリプトの例を示します。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

+--------------------------------------------------------------------------| File
: DeployCloudVol.PS1
| Version : 1.0
| Purpose : Pull Cloud Volume info from web to better assist in volume deployment
|
based on user input of necessary throughput or IOPS
| Usage
: .\DeployCloudVol.ps1
+--------------------------------------------------------------------------| Maintenance History
| ------------------| Name
Date [YYYY-MM-DD]
Version
Description
| -------------------------------------------------------------------------| Alex Lopez
2018-09-26
1.0
Initial release
+-------------------------------------------------------------------------------

43

ONTAP を使用した Microsoft SQL Server のベスト プラクティス ガイド

© 2020 NetApp, Inc. All rights reserved.

# ********************************************************************************
# Documentation
# http://nfsaas.runarberg.test/docs#
# https://docs.netapp.com/us-en/cloud_volumes/aws/reference_cloud_volume_apis.html
# ***********************
# Globals
# ***********************
# env variables
# # https://cds-aws-bundles.netapp.com x2 <--> http://my.runarberg.test/login
$URI = "http://nfsaas.runarberg.test/v1/"
$apiKey = "cFlqbWVSblg4Q1kyNTJUbTJSWmY4d2ZVYlRzdHhyXXXX" #
$secretKey = "V3B3aHBCMEc1RWtWZFlMcjcwelBnNkNldWZkbm03XXXX" #
$region = "us-east-1"
$headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
$headers.Add("API-KEY", $apiKey)
$headers.Add("SECRET-KEY", $secretKey)
# ***********************
# GET Functions
# ***********************
Function GetFileSystems ($search) {
Invoke-RestMethod -Method Get -Uri ($URI+"FileSystems") -Headers $headers
}
Function GetFileSystemID {
(Invoke-RestMethod -Method Get -Uri ($URI+"FileSystems") -Headers $headers | Where-Object
{ $_.name -like '*orourke*' }).fileSystemId
}
Function GetActiveDirectory {
Invoke-RestMethod -Method Get -Uri ($URI+"Storage/ActiveDirectory") -Headers $headers
}
Function GetAllJobs {
Invoke-RestMethod -Method Get -Uri ($URI+"Jobs") -Headers $headers
}
Function GetAllPools {
Invoke-RestMethod -Method Get -Uri ($URI+"Pools") -Headers $headers
}
Function GetMountTargets {
$fsID = GetFileSystemID | Select-Object -First 1 # if more than one, change as necessary
Invoke-RestMethod -Method Get -Uri ($URI+"FileSystems/"+$fsID+"/MountTargets") -Headers
$headers
}
Function GetWebTables {
$tableURL = "https://docs.netapp.com/usen/cloud_volumes/aws/reference_selecting_service_level_and_quota.html"
$page = Invoke-WebRequest $tableURL
$tables = @($page.ParsedHtml.IHTMLDocument3_getElementsByTagName("TABLE"))
$table = $tables[2]
$titles = @('Capacity (TB)', 'Standard (MB/s)', 'Cost1', 'Premium (MB/s)', 'Cost2', 'Extreme
(MB/s)', 'Cost3')
$rows = @($table.Rows)
foreach($row in $rows | select -skip 2)
{
$cells = @($row.Cells)
$resultObject = [Ordered] @{}
for($counter = 0; $counter -lt $cells.Count; $counter++)
{
$title = $titles[$counter]
if(-not $title) { continue }
if ($cells[$counter].InnerText -contains '*$*') {
# $resultObject[$title] = ("" + $cells[$counter+1].InnerText).Trim()
}
else {
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}

$resultObject[$title] = ("" + $cells[$counter].InnerText).Trim()

}
## Cast hashtable to a PSCustomObject
[PSCustomObject] $resultObject

}

}

# In order to export as CSV:
# GetWebTables | Format-Table -Property 'Capacity (TB)','Standard (MB/s)','Premium
(MB/s)','Extreme (MB/s)' # | Export-Csv -NoTypeInformation -Path 'C:\Your\path\here'
# ***********************
# POST Functions
# ***********************
# the following example uses the $filesystem string, formatted as json, which is sent through the
body of the POST request
Function CreateCloudVol ($volName, $creationToken, $quota, $serviceLevel, $protocol) {
$filesystem = '
{
"name": "' + $volName + '",
"region": "' + $region + '",
"backupPolicy": {
"dailyBackupsToKeep": 7,
"enabled": false,
"monthlyBackupsToKeep": 12,
"weeklyBackupsToKeep": 52
},
"creationToken": "' + $creationToken + '",
"jobs": [
{}
],
"labels": [
"API"
],
"poolId": "",
"protocolTypes": [' + $protocol + '],
"quotaInBytes": ' + $quota + ',
"serviceLevel": "' + $serviceLevel + '",
"smbShareSettings": [
"encrypt_data"
],
"snapReserve": 20,
"snapshotPolicy": {
"dailySchedule": {
"hour": 23,
"minute": 10,
"snapshotsToKeep": 7
},
"enabled": false,
"hourlySchedule": {
"minute": 10,
"snapshotsToKeep": 24
},
"monthlySchedule": {
"daysOfMonth": "1,15,31",
"hour": 23,
"minute": 10,
"snapshotsToKeep": 12
},
"weeklySchedule": {
"day": "Saturday,Sunday",
"hour": 23,
"minute": 10,
"snapshotsToKeep": 52
}
}
}'
# $filesystem
Invoke-RestMethod -Method Post -Uri ($URI+"FileSystems") -Headers $headers -Body $filesystem ContentType 'application/json'
}
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# CreateCloudVol 'API Test Vol' 'api-nfs-volume' '30000000000' 'extreme' '"NFSv3"'
#
#
#
#

protocol param options
'"NFSv3"'
'"CIFS"'
'"NFSv3", "CIFS"'

# ***********************
# PUT Functions
# ***********************
# update fs: you can make changes to the name, serviceLevel, quotaInBytes, snapReserve,
snapshotPolicy, backupPolicy, and exportPolicy
# the following example uses a powershell hashtable object and converts to json before sending the
put method
Function UpdateFilesystem ($filesystemID, $SLO, $quota) {
$filesystem = @{
name = "FelineFriends01_data"
quotaInBytes = $quota
serviceLevel = $SLO
region = $region
backupPolicy = @{
dailyBackupsToKeep = 7
enabled = $false
monthlyBackupsToKeep = 12
weeklyBackupsToKeep = 52
}
creationToken = "amazing-backstabbing-mcnulty"
snapReserve = 20
snapshotPolicy = @{
enabled = $false
dailySchedule = @{
hour = 23
minute = 10
snapshotsToKeep = 7
}
hourlySchedule = @{
minute = 10
snapshotsToKeep = 7
}
monthlySchedule = @{
daysOfMonth = "1,15,31"
hour = 23
minute = 10
snapshotsToKeep = 7
}
weeklySchedule = @{
day = "Saturday,Sunday"
hour = 23
minute = 10
snapshotsToKeep = 7
}
}
}
$json = $filesystem | ConvertTo-Json #-Depth 4
Invoke-RestMethod -Method Put -Uri ($URI+"FileSystems/"+$filesystemID) -Headers $headers -Body
$json -ContentType 'application/json'
}
# UpdateFilesystem $global:fsID 'standard' 30000000000
# ***********************
# User Input Functions
# ***********************
Function GetInput {
# store table locally
$table = @(GetWebTables)
do {
do {
Write-Host "Enter IOPS or Throughput"
[int]$userIOPS = Read-Host -Prompt 'IOPS (if unknown, hit enter)'
if ($userIOPS) {
[ValidateRange(4,128)][int]$userBlock = Read-Host -Prompt 'Block size (in KB,
values 4 - 128)'
# TP = (IOps * block size [kb]) / 1024
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$userTP = ($userIOPS * $userBlock) / 1024
}
else {
[ValidateRange(0,3500)]$userTP = Read-Host -Prompt 'ThroughPut (in MB/s, values
16 - 3,500)'
}
# display offered configs based on table
if (!$userIOPS -and !$userTP) {
Write-Host 'Please enter a value' -ForegroundColor Yellow
$continue = $false
}
else {
$continue = $true
}
} while ($continue -eq $false)
# $table | Where-Object {[int]$_.'Standard (MB/s)' -ge 900} | Select -first 1 | FormatTable -Property 'Capacity (TB)','Standard (MB/s)'
# $table | Where-Object {[int]$_.'Premium (MB/s)' -ge 900} | Select -first 1 | FormatTable -Property 'Capacity (TB)','Premium (MB/s)'
# $table | Where-Object {[int]$_.'Extreme (MB/s)' -ge 900} | Select -first 1 | FormatTable -Property 'Capacity (TB)','Extreme (MB/s)'
# store config options based on input
$standardTP = $table | Where-Object {[int]$_.'Standard (MB/s)' -ge $userTP} | Select ExpandProperty 'Standard (MB/s)' -First 1;
$standardCapacity = $table | Where-Object {[int]$_.'Standard (MB/s)' -ge $userTP} |
Select -ExpandProperty 'Capacity (TB)' -First 1;
$premiumTP = $table | Where-Object {[int]$_.'Premium (MB/s)' -ge $userTP} | Select ExpandProperty 'Premium (MB/s)' -First 1;
$premiumCapacity = $table | Where-Object {[int]$_.'Premium (MB/s)' -ge $userTP} | Select
-ExpandProperty 'Capacity (TB)' -First 1;
$extremeTP = $table | Where-Object {[int]$_.'Extreme (MB/s)' -ge $userTP} | Select ExpandProperty 'Extreme (MB/s)' -First 1;
$extremeCapacity = $table | Where-Object {[int]$_.'Extreme (MB/s)' -ge $userTP} | Select
-ExpandProperty 'Capacity (TB)' -First 1;
# create a new table, add in above values and format
$newTable = New-Object system.Data.DataTable "Volume Options"
$quotaColumn = New-Object system.Data.DataColumn 'Quota (TB)',([string])
$tpColumn = New-Object system.Data.DataColumn 'Throughput (MB/s)',([string])
$slColumn = New-Object system.Data.DataColumn 'Service Level',([string])
$newTable.Columns.Add($slColumn)
$newTable.Columns.Add($quotaColumn)
$newTable.Columns.Add($tpColumn)
$standardRow = $newTable.NewRow()
$premiumRow = $newTable.NewRow()
$extremeRow = $newTable.NewRow()
$standardRow.'Service Level' = '1) Standard'
$standardRow.'Quota (TB)' = $standardCapacity
$standardRow.'Throughput (MB/s)' = $standardTP
$newTable.Rows.Add($standardRow)
$premiumRow.'Service Level' = '2) Premium'
$premiumRow.'Quota (TB)' = $premiumCapacity
$premiumRow.'Throughput (MB/s)' = $premiumTP
$newTable.Rows.Add($premiumRow)
$extremeRow.'Service Level' = '3) Extreme'
$extremeRow.'Quota (TB)' = $extremeCapacity
$extremeRow.'Throughput (MB/s)' = $extremeTP
$newTable.Rows.Add($extremeRow)
# output table
Write-Host 'Available configurations based on input:'
$newTable | Out-Host
# deploy volume loop
[ValidateRange(1,3)]$userSLOnum = Read-Host -Prompt 'Select a Service Level from the above
table [1, 2, 3]'
Switch ($userSLOnum) {
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1 { $userSLO = "basic"; [double]$userQuota = $standardCapacity } # basic --> standard
2 { $userSLO = "standard"; [double]$userQuota = $premiumCapacity} # standard -->

premium
extreme

3 { $userSLO = "extreme"; [double]$userQuota = $extremeCapacity } # extreme -->
}
# get desired protocol

[ValidateRange(1,3)]$protocol = Read-Host -Prompt 'Select a protocol [NFSv3 - 1, SMB - 2,
Dual - 3]'
Switch ($protocol) {
1 { $userProtocol = '"NFSv3"' }
2 { $userProtocol = '"CIFS"' }
3 { $userProtocol = '"NFSv3", "CIFS"' }
}
# get name and number of volumes
$userVolName = Read-Host -Prompt 'Give this volume a name'
[ValidateRange(0,25)][int]$numVols = Read-Host -Prompt 'How many of these volumes would
you like to create?'
# convert the quota (TB) to bytes
[double]$quotaInBytes = $userQuota * 1000000000000
if ($numVols -lt [int]'2') {
# if input is 0 or 1, create 1 volume
CreateCloudVol $userVolName "api-vol-$userVolName" $quotaInBytes $userSLO
$userProtocol
}
else {
for ($i=0; $i -lt $numVols; $i++) {
Write-Host "Creating volume number" ($i+1) -BackgroundColor Green

CreateCloudVol ($userVolName+$i) ("api-vol-$userVolName"+$i)

$quotaInBytes $userSLO $userProtocol
}
}
$loopYN = Read-Host "Would you like to create more volumes? (Y/N)"
} while ($loopYN -eq 'y')
}
GetInput
# Notes
# 30000000000 B is 30GB
# 1000000000000 B is 1TB
#
#
#
#

todo
nicer formatting
change hardcoded api keys to pull from text file, json, or .csv
add gui -- may use

<#
$form = New-Object “System.Windows.Forms.Form”;
$form.Width = 500;
$form.Height = 150;
$form.Text = $title;
$form.StartPosition = [System.Windows.Forms.FormStartPosition]::CenterScreen;
#>
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
$Form = New-Object system.Windows.Forms.Form
$Form.Text = "Cloud Volumes"
$Form.TopMost = $true
$Form.Width = 400
$Form.Height = 400
# buttons
$okButton = New-Object system.windows.Forms.Button
$okButton.Text = "OK"
$
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$cancelButton = New-Object system.windows.Forms.Button
$cancelButton.Text = "Cancel"
# labels and textboxes
$iopsTB = New-Object system.windows.Forms.TextBox
$blocksizeTB = New-Object system.windows.Forms.TextBox
$throughputTB = New-Object system.windows.Forms.TextBox
# From here, display tables in the form and allow the user to select from the 3 options
# once selection has been made, clear those tables from view (as well as whatever TB was holding
them
#
and present the name, size, and number of volumes options
$nameTB = New-Object system.windows.Forms.TextBox
$sizeTB = New-Object system.windows.Forms.TextBox
$numVolsTB = New-Object system.windows.Forms.TextBox
# example commands below
$GetDate = New-Object system.windows.Forms.Button
$GetDate.Text = "Get Date"
$GetDate.Width = 100
$GetDate.Height = 30
$GetDate.Add_Click({
#add here code triggered by the event
$Results.Text = Get-Date
})
$GetDate.location = new-object system.drawing.point(60,60)
$GetDate.Font = "Microsoft Sans Serif,10"
$Form.controls.Add($GetDate)
$Results = New-Object system.windows.Forms.TextBox
$Results.Text = ""
$Results.Width = 100
$Results.Height = 20
$Results.location = new-object system.drawing.point(40,23)
$Results.Font = "Microsoft Sans Serif,10"
$Form.controls.Add($Results)
[void]$Form.ShowDialog()
$Form.Dispose()

詳細情報の入手方法
このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを
参照してください。
•

NetApp Interoperability Matrix Tool

•

ネットアップの製品ドキュメント
docs.netapp.com

•

TPC
http://www.tpc.org/

•

HammerDB
http://www.hammerdb.com/

•

Compute Capacity Limits by Edition of SQL Server
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143760.aspx

•

SQL Server 2017 のエディション
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2017-editions

•

max worker threads サーバ構成オプションの構成
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms190219.aspx

•

Microsoft SQL Server 2014 環境に見る NetApp AFF8080 EX のパフォーマンスとサーバ統合
https://fieldportal.netapp.com/content/248568?assetComponentId=248696

•

Page Compression Implementation
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc280464.aspx
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•

TR-4015 ： SnapMirror の設定およびベスト プラクティス ガイド ONTAP 9.1 と 9.2
https://fieldportal.netapp.com/content/623586?assetComponentId=624809

•

TR-4733 SnapMirror Synchronous for ONTAP 9.5
https://fieldportal.netapp.com/content/835406?assetComponentId=837083

•

TR-4383：AWS の Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性
https://www.netapp.com/us/media/tr-4383.pdf

•

TR-4671：Azure 環境の Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性
https://www.netapp.com/us/media/tr-4671.pdf

•

Cloud Manager および Cloud Volumes ONTAP のドキュメント
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm/index.html

•

Best Practice Guide for SQL Server using NetApp SnapCenter
https://fieldportal.netapp.com/content/783217?assetComponentId=784811

•

Cloud Volumes ONTAP のリソース ページ
https://www.netapp.com/us/documentation/cloud-volumes-ontap-and-occm.aspx

•

ONTAP Select のリソース ページ
https://www.netapp.com/us/documentation/ontap-select.aspx
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本ドキュメントに記載されている製品や機能のバージョンがお客様の環境でサポートされるかどうか
については、ネットアップ サポート サイトで Interoperability Matrix Tool（IMT）を参照してくだ
さい。NetApp IMT には、ネットアップがサポートする構成を構築するために使用できる製品コン
ポーネントやバージョンが定義されています。サポートの可否は、お客様の実際のインストール環境
が公表されている仕様に従っているかどうかによって異なります。
著作権に関する情報
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