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Amazon EC2 での Microsoft SQL 
Server のデプロイのベストプラク
ティス

Amazon Web Services、アビシェク・ソニ (AWS)

2022年11月 (ドキュメント履歴 (p. 27))

このガイドの目的は、Microsoft SQL Server on Amazon Amazon Web Services vice () クラウドでの 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) にデプロイまたは移行した後に、一貫したエクスペリエン
スを提供できるようにすることです。AWSデータベースとサーバーの構成に関するベストプラクティスを
提供し、インフラストラクチャの最適化、パフォーマンスの調整、デプロイまたは移行後に予期しない問
題が発生しないようにします。

このガイドは、Microsoft SQL Server をオンプレミス環境から Amazon EC2 に移行することを計画してい
る、または Amazon EC2 での新しい SQL Server デプロイを最適化したいと考えているデータベースアー
キテクト、システム、データベースのリーダー、および管理者を対象としています。

Amazon EC2AWS はクラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。Amazon EC2 で 
SQL Server on Amazon EC2 を使用することは、SQL Server on Amazon EC2 で実行するのと似ていま
す。Amazon EC2 では、インフラストラクチャとデータベース環境を完全に制御できます。AWSクラウド
のスケール、パフォーマンス、伸縮自在性の恩恵は受けますが、EC2 インスタンス、ストレージボリュー
ム、ファイルシステム、ネットワーク、セキュリティなど、すべてのコンポーネントの設定とチューニン
グはお客様の責任となります。このガイドでは、構成を最適化し、の SQL Server パフォーマンスを最大
化するのに役立つ情報を提供しますAWS。サーバーとストレージの設定、およびベストプラクティスにつ
いて詳しく説明します。また、必要に応じて設定を自動化する方法についても説明し、データベースレベ
ルでの構成変更についても説明します。

Note

AWSまた、オンプレミスの SQL Server on SQL Server and Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS) などのマネージドサービスに移行するオプションも用意されています。移行オプ
ションの詳細については、AWS規範的ガイダンスWebサイトのリレーショナルデータベースの移
行戦略を参照してください。
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Amazon EBS 最適化インスタンスタイプを使用する

コンピューティングとストレージの
設定

SQL Server を Amazon EC2 に移行またはデプロイする前に、EC2 インスタンスとストレージ設定を構成
して、パフォーマンスを向上させ、コストを削減できます。以下のセクションでは、最適化のヒントとベ
ストプラクティスを紹介します。

トピック
• Amazon EBS 最適化インスタンスタイプを使用する (p. 2)
• ディスクレイアウトまたはファイル配布を最適化 (p. 2)
• NTFS アロケーションユニットのサイズを 64 KB に設定します。 (p. 3)
• tempdb をインスタンスストアに配置 (p. 4)
• CPU コアのミスマッチを回避 (p. 9)
• ディスクパフォーマンスのテスト (p. 9)
• ファイルの即時初期化を有効にする (p. 9)
• メモリ内のページをロック (p. 10)
• TCP オフロードと RSS 設定を無効にする (p. 12)
• IOPS とスループットの要件を確認 (p. 13)
• ストライピングを使用して IOPS とスループットの制限を回避する (p. 13)
• SQL Server ファイルをウイルス対策ソフトウェアから除外 (p. 13)

Amazon EBS 最適化インスタンスタイプを使用す
る

SQL Server データベースが I/O 集約型のワークロードを処理する場合、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) に最適化されたインスタンスをプロビジョニングするとパフォーマンスの向上に役立ちま
す。

Amazon EBS 最適化インスタンスは、最適化された設定スタックを使用し、Amazon EBS I/O 用に専用の
キャパシティを追加で提供します。このように最適化することで、Amazon EBS I/O 用に専用のキャパシ
ティを追加で提供します。このように最適化することで、Amazon EBS I/O 用に専用のキャパシティを追
加で提供します。

ディスクレイアウトまたはファイル配布を最適化
1 つのボリュームをデータとログファイルに、もう 1 つのボリュームを tempdb ワークロードに使用
し、Cold HDD (sc1) またはスループット最適化 HDD (st1) ボリュームをバックアップに使用します。

I/O 関連の問題が発生し、データファイルとログファイルのワークロードを分けたい場合は、別のボリュー
ムを使用することを検討してください。ワークロードによって特定のデータベースを分離する必要がある
場合は、データベースごとに専用のボリュームを使用することを検討してください。
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NTFS アロケーションユニットの
サイズを 64 KB に設定します。

通常、tempdb は最も高い I/O の対象となるため、そのワークロードが分離されていないと、ボトルネッ
クになる可能性があります。この分離は、tempdb をユーザーデータベースのデータファイルおよびログ
ファイルから分離するのにも役立ちます。バックアップには比較的低コストのストレージを使用してコス
トを最適化できます。

NTFS アロケーションユニットのサイズを 64 KB 
に設定します。

SQL Server のストレージの原子単位はページで、サイズは 8 KB です。物理的に連続した 8 つのページが 
1 つのエクステントを構成します (サイズは 64 KB)。SQL Server はエクステントを使用してデータを保存
します。そのため、SQL Server マシンでは、SQL データベースファイル (tempdb を含む) をホストするた
めの NTFS アロケーションユニットサイズは 64 KB でなければなりません。

ドライブのクラスタ (NTFS 割り当て) サイズを確認するには、 PowerShell またはコマンドラインを使用
できます。

使用中 PowerShell:

Get-wmiObject -Class win32_volume | Select-object Label, BlockSize | Format-Table –AutoSize

次の図に、からの出力例を示します PowerShell。

または以下を使用してください。

$wmiQuery = "SELECT Name, Label, BlockSize FROM win32_volume WHERE FileSystem='NTFS'"  
Get-wmiObject -Query $wmiQuery -ComputerName '.' | Sort-Object Name | Select-Object Name, 
 Label, BlockSize

コマンドラインの使用:

$ fsutil fsinfo ntfsinfo C:

以下の図は、コマンドラインからの出力例を示しています。Bytes Per Cluster の値は、フォーマットサイ
ズをバイト単位で表示します。出力例は 4096 バイトを示しています。SQL Server データベースファイル
をホストするドライブでは、この値は 64 KB でなければなりません。
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tempdb をインスタンスストアに配置

tempdb をインスタンスストアに配置
Amazon EC2 インスタンスストアを使用する場合は、tempdb のインスタンスストアボリュームを使用し
てください。インスタンスストアは、インスタンスに一時的な (一時的な) ブロックレベルのストレージを
提供します。速度とコストという 2 つの理由から、tempdb をインスタンスストアボリュームに配置する
ことをお勧めします。Tempdb は一般的に最も頻繁に使用されるデータベースであるため、利用可能な最
速のドライブを利用できるというメリットがあります。tempdb をインスタンスストアに配置するもう 1 
つの利点は、インスタンスストアに対する I/O に対して個別に課金されないため、コスト削減です。

Tempdb は SQL Server を再起動するたびに再作成されるため、インスタンスを停止または終了しても
データが失われることはありません。ただし、エフェメラルディスクはマシンにローカルに接続されてい
るため、仮想マシンを別のホストで起動すると、インスタンスストアのボリュームが失われるため、慎重
に計画してください。

インスタンスストアボリュームを使用する場合:

• SQL Server サービスを開始する前にボリュームを初期化します。そうしないと、SQL Server の起動プ
ロシージャが失敗します。

• インスタンスストアボリュームに対する権限 (フルコントロール) を SQL Server スタートアップアカウ
ントに明示的に付与します。
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tempdb をインスタンスストアに移動する

tempdb をインスタンスストアに移動する

tempdb をインスタンスストアボリュームに移動するには:

1. Windows から、diskmgmt.msc管理者として実行して、ディスク管理システムユーティリティを開き
ます。

2. 新しいディスクを初期化します。
3. ディスクを右クリックして、「新規シンプルボリューム」を選択します。
4. 次の設定を使用して、ボリュームをフォーマットします。

• ファイルシステム: NTFS
• アロケーションユニットサイズ: 64K
• ボリュームラベル:tempdb

詳細については、Microsoft のウェブサイトの「ディスク管理」を参照してください。
5. SQL Server インスタンスConnect し、次のコマンドを実行して tempdb データベースの論理ファイル

名と物理ファイル名を書き留めます。

$ sp_helpdb 'tempdb'

次のスクリーンショットは、コマンドとその出力を示しています。

6. tempdb ファイルを新しい場所に移動します。すべての tempdb データベースファイルは必ず同じ初期
サイズに設定してください。次の SQL Server スクリプトのサンプルは、tempdb ファイルをドライブ 
T に移動し、データファイルを同じサイズに設定します。

USE master
GO
ALTER DATABASE TempDB MODIFY FILE (NAME = tempdev, FILENAME = 'T:\tempdb.mdf',SIZE = 
 524288KB)
GO
ALTER DATABASE TempDB MODIFY FILE (NAME = temp2, FILENAME = 'T:
\tempdb_mssql_2.ndf',SIZE = 524288KB)
GO
ALTER DATABASE TempDB MODIFY FILE (NAME = temp3, FILENAME = 'T:
\tempdb_mssql_3.ndf',SIZE = 524288KB)
GO
ALTER DATABASE TempDB MODIFY FILE (NAME = temp4, FILENAME = 'T:
\tempdb_mssql_4.ndf',SIZE = 524288KB)
GO
ALTER DATABASE TempDB MODIFY FILE (NAME = templog, FILENAME = 'T:\templog.ldf')
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tempdb をインスタンスストアに移動する

GO

7. 次のスクリーンショットに示すように、SQL Server スタートアップアカウントに tempdb データベー
スの新しい場所へのアクセス権限を付与して、tempdb ファイルを作成できるようにします。

8. tempdb の新しい場所を使用するには、SQL Server を再起動します。

次のスクリーンショットに示すように、作成された tempdb ファイルが表示されます。
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インスタンスストアの初期化

9. tempdb ファイルを古い場所から削除します。

インスタンスの再起動や起動/停止の場合に SQL Server を起動する前にインスタンスストアボリュームが
初期化されるようにするには、次のセクションの手順に従ってください。そうしないと、tempdb が初期
化されていないため、SQL Server の起動が失敗します。

インスタンスストアの初期化
データストアを初期化するには:

1. Windows サービスマネージャ (services.msc) を開き、SQL Server とその依存サービス (SQL 
Server エージェントなど) を手動で起動するように設定します。(インスタンスストアボリュームの準
備ができたら、スクリプトを使用して起動します)。

2. ユーザーデータとして Amazon EC2 PowerShell インスタンスに渡すスクリプトを作成します。この
スクリプトは以下の処理を実行します。

• エフェメラルストレージを検出し、そのストレージ用の tempdb ドライブ (この例ではドライブ T) 
を作成します。

• EC2 インスタンスが停止して再起動すると、エフェメラルディスクを更新します。
• SQL Server スタートアップアカウントに、新しく初期化された tempdb ボリュームのフルコ

ントロールを許可します。この例ではデフォルトインスタンスを想定しているため、を使用し
ていますNT SERVICE\MSSQLSERVER。名前付きインスタンスの場合、NT SERVICE\MSSQL
$<InstanceName>これは通常デフォルトです。

• スクリプトをローカルボリューム (c:\scriptsこの例では) に保存し、ファイル名 
(InstanceStoreMapping.ps1) を割り当てます。

• Windows タスクスケジューラを使用して、スケジュールされたタスクを作成します。このタスク
は、 PowerShell 起動時にスクリプトを実行します。

• 前のアクションの後、SQL Server と SQL Server エージェントを起動します。

次のスクリプトは、MS-SQL 可用性グループワークショップの 2 番目の実習で使用したもので、いく
つか変更が加えられています。EC2 インスタンスの起動時にスクリプトをユーザーデータフィールド
にコピーし、必要に応じてカスタマイズします。
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バッファープール拡張機能の使用

<powershell>
# Create pool and virtual disk for TempDB using the local NVMe, ReFS 64K, T: Drive 
    $NVMe = Get-PhysicalDisk | ? { $_.CanPool -eq $True -and $_.FriendlyName -eq "NVMe 
 Amazon EC2 NVMe"} 
    New-StoragePool -FriendlyName TempDBPool -StorageSubsystemFriendlyName "Windows 
 Storage*" -PhysicalDisks $NVMe 
    New-VirtualDisk -StoragePoolFriendlyName TempDBPool -FriendlyName TempDBDisk -
ResiliencySettingName simple -ProvisioningType Fixed -UseMaximumSize 
    Get-VirtualDisk -FriendlyName TempDBDisk | Get-Disk | Initialize-Disk -Passthru 
 | New-Partition -DriveLetter T -UseMaximumSize | Format-Volume -FileSystem ReFS -
AllocationUnitSize 65536 -NewFileSystemLabel TempDBfiles -Confirm:$false 
    # Script to handle NVMe refresh on start/stop instance 
    $InstanceStoreMapping = { 
    if (!(Get-Volume -DriveLetter T)) { 
        #Create pool and virtual disk for TempDB using mirroring with NVMe 
        $NVMe = Get-PhysicalDisk | ? { $_.CanPool -eq $True -and $_.FriendlyName -eq "NVMe 
 Amazon EC2 NVMe"} 
        New-StoragePool -FriendlyName TempDBPool -StorageSubsystemFriendlyName "Windows 
 Storage*" -PhysicalDisks $NVMe 
        New-VirtualDisk -StoragePoolFriendlyName TempDBPool -FriendlyName TempDBDisk -
ResiliencySettingName simple -ProvisioningType Fixed -UseMaximumSize 
        Get-VirtualDisk -FriendlyName TempDBDisk | Get-Disk | Initialize-Disk -Passthru 
 | New-Partition -DriveLetter T -UseMaximumSize | Format-Volume -FileSystem ReFS -
AllocationUnitSize 65536 -NewFileSystemLabel TempDBfiles -Confirm:$false 
         #grant SQL Server Startup account full access to the new drive 
        $item = gi -literalpath "T:\" 
        $acl = $item.GetAccessControl() 
        $permission="NT SERVICE\MSSQLSERVER","FullControl","Allow" 
        $rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule $permission 
        $acl.SetAccessRule($rule) 
        $item.SetAccessControl($acl) 
        #Restart SQL so it can create tempdb on new drive 
        Stop-Service SQLSERVERAGENT 
        Stop-Service MSSQLSERVER 
        Start-Service MSSQLSERVER 
        Start-Service SQLSERVERAGENT 
        } 
    } 
    New-Item -ItemType Directory -Path c:\Scripts     
    $InstanceStoreMapping | set-content c:\Scripts\InstanceStoreMapping.ps1
# Create a scheduled task on startup to run script if required (if T: is lost) 
    $action = New-ScheduledTaskAction -Execute 'Powershell.exe' -Argument 'c:\scripts
\InstanceStoreMapping.ps1' 
    $trigger =  New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup 
    Register-ScheduledTask -Action $action -Trigger $trigger -TaskName "Rebuild TempDBPool" 
 -Description "Rebuild TempDBPool if required" -RunLevel Highest -User System
</powershell>

バッファープール拡張機能の使用
バッファープール拡張を使用する予定がある場合は、エフェメラルボリュームに配置することも検討し
てください。ただし、実装前に十分にテストすることを強くお勧めします。バッファープール拡張と 
tempdb に同じボリュームを使用することは避けてください。

Note

バッファープール拡張は場合によっては便利ですが、RAM の代わりにはなりません。使用する前
に、Microsoft の Web サイトに記載されている詳細を参照してください。
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CPU コアのミスマッチを回避

CPU コアのミスマッチを回避
ライセンスがカバーするコア数よりも多いサーバーを選択すると、CPU スキューが発生し、CPU パワー
が無駄になる可能性があります。これは、論理コアと実際のコアがマッピングされているためです。クラ
イアントアクセスライセンス (CAL) で SQL Server を使用する場合、VISIBLE ONLINE一部のスケジュー
ラーは対応し、VISIBLE OFFLINEその他のスケジューラーは使用します。これにより、スケジューラー
ノードが最適に使用されないため、不均一メモリアクセス (NUMA) トポロジーでパフォーマンスの問題が
発生する可能性があります。

たとえば、m5.24xlargeあるインスタンスで SQL Server を実行すると、24 コアのソケットが 2 つ、ソ
ケットあたり 48 の論理プロセッサが検出され、合計 96 個の論理プロセッサになります。48 コアのみの
ライセンスをお持ちの場合は、SQL Server エラーログに次のようなメッセージが表示されます。

2020-06-08 12:35:27 .37 SQL Server のライセンスに基づき、サーバー SQL Server は 48 個の論理プロ
セッサを使用して、1 ソケットあたり 24 コア、1 ソケットあたり 48 個の論理プロセッサ、合計 96 個の
ソケット 2 個のソケットを検出しました。 これは情報メッセージであり、ユーザーによる操作は必要あり
ません。

合計コア数と SQL Server が使用しているコア数に違いがある場合は、CPU 使用率の不均衡を確認する
か、ライセンスがサポートしているコア数と同じ種類のサーバーを使用してください。

CPU スキュー: この例 (m5.24xlarge) のインスタンスタイプでは、SQL Server はデフォルトで 8 つの 
NUMA ノードを作成します。ステータスのスケジューラーがあるのは、これらのノードのうち 4 つ (親
ノード ID 0,1,2,3) だけですVISIBLE ONLINE。VISIBLE OFFLINE残りのスケジュールはすべてです。
このようなスケジューラー間の不一致は、パフォーマンスの低下につながります。

スケジューラーの情報とステータスを確認するには、以下を使用してください。

 $ select * from sys.dm_os_schedulers 

SQL Server ライセンスがサポートするコア数が多いサーバーインスタンスを使用する場合は、Amazon 
EC2 ドキュメントの「インスタンスの CPU オプションの指定」の指示に従ってコア数をカスタマイズす
ることを検討してください。

ディスクパフォーマンスのテスト
次のようなツールを使用してディスクのパフォーマンスを確認することをお勧めしますDiskSpd。この
ツールでは、SQL Server 固有のテストを実行する前にディスク速度を推定できます。EBS ボリュームは
オンプレミス環境の従来の SAN とは動作が異なるため、ディスクパフォーマンスを評価することは非常に
重要です。適切なパフォーマンステストが行われていないと、移行後のパフォーマンスが予想外に低下す
る可能性があります。を使用してカスタムテストを実行することもできます DiskSpd。

ファイルの即時初期化を有効にする
SQL Serverでは、規制上の制限に従っていない限り、［ボリュームメンテナンスタスクの実行］設定を使
用してファイルの即時初期化を有効にします。このオプションにより、ファイルの自動拡張パフォーマン
スが大幅に向上します。

この設定では、データファイルのゼロ化操作がスキップされます。つまり、データファイルは初期化時に
ゼロ値 (0x0) で埋められることはなく、時間がかかることがあります。ディスク上の現在のコンテンツ
は、新しいデータがディスクに書き込まれたときにのみ上書きされます。

Note

ログファイルには、ファイルの即時初期化のメリットはありません。
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メモリ内のページをロック

ファイルの即時初期化を有効にするには:

1. スタート画面で、secpol.mscを実行してローカルセキュリティポリシーコンソールを開きます。
2. 次のスクリーンショットに示すように、[ローカルポリシー]、[ユーザー権限の割り当て]、[ボリューム

メンテナンスタスクの実行] を選択し、SQL Server サービスアカウントを追加します。

3. SQL Server を再起動して、変更を有効にします。

ファイルの即時初期化の詳細については、Microsoft Web サイトの SQL Server ドキュメントを参照してく
ださい。

セキュリティメモ

ファイルの即時初期化を使用すると、新しいデータがファイルに書き込まれたときにのみディス
クが上書きされるため、削除された内容を読み取ることができます。
ドライブがインスタンスに接続されている間、ファイル上の随意アクセス制御リスト (DACL) は 
SQL Server サービスアカウントとローカル管理者だけがアクセスできるようにするため、情報漏
洩のリスクを軽減します。ただし、ファイルをデタッチすると、ファイルにアクセスできます。
削除されたコンテンツの漏洩が懸念される場合は、SQL Server インスタンスの即時ファイル初期
化を無効にする必要があります。

メモリ内のページをロック
SQL Server スタートアップアカウントの [メモリ内のページをロックする] オプションを有効にして、オペ
レーティングシステムが SQL Server ワーキングセットを調整しないようにします。

このオプションが有効かどうかを確認するには、次の SQL クエリを使用します。
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SELECT sql_memory_model, sql_memory_model_desc
FROM sys.dm_os_sys_info;

出力:

sql_memory_model     sql_memory_model_desc
1                   CONVENTIONAL

"CONVENTIONAL" means it’s not enabled.

「ページをメモリにロックする」オプションを有効にするには:

1. スタート画面で、secpol.mscを実行してローカルセキュリティポリシーコンソールを開きます。
2. 次のスクリーンショットに示すように、[ローカルポリシー]、[ユーザー権限の割り当て]、[メモリ内の

ページのロック] を選択し、SQL Server サービスアカウントを追加します。

3. SQL Server を再起動して、変更を有効にします。
4. 次の SQL クエリを使用して、「ページをメモリにロックする」オプションが有効になっていることを

確認します。

SELECT sql_memory_model, sql_memory_model_desc
FROM sys.dm_os_sys_info;

出力:

sql_memory_model     sql_memory_model_desc  
1                    LOCK_PAGES
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TCP オフロードと RSS 設定を無効にする

"LOCK_PAGES" means it’s enabled.

TCP オフロードと RSS 設定を無効にする
SQL ワークロードを実行しているときに、トランスポートレベルのエラーやパケット転送エラーなどのラ
ンダムな接続の問題が発生した場合は、TCP オフロードと RSS 設定を無効にすることをお勧めします。

• TCP オフロード (TCP Chimney オフロード機能) は、TCP/IP パケットの処理をプロセッサからネット
ワークアダプタにオフロードして、CPU を解放して他のタスクに使用できるようにします。

• 受信側スケーリング (RSS) は、受信ネットワークトラフィックの処理をマルチプロセッサシステムに分
散させるのに役立ちます。ネットワーク処理を CPU 間で効率的に負荷分散します。

現在の設定を確認するには、コマンドプロンプトで、netsh以下のコマンドを実行します。

 $ netsh int tcp show global

次の例は、コマンドからの出力例です。この例では、受信側のスケーリング状態とチムニーオフロード状
態の両方が無効になっています。

特定の接続に関するタスクオフロード情報を取得するには、コマンドプロンプトで以下を実行します。

netstat –t

そして、オフロード状態列の値を確認します。

TCP オフロードと RSS を無効にするには、コマンドプロンプトで次のコマンドを実行します。

netsh int ip set global taskoffload=disabled
netsh int tcp set global chimney=disabled
netsh int tcp set global rss=disabled
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IOPS とスループットの要件を確認

netsh int tcp set global netdma=disabled

これらの設定の詳細については、「」を参照してください。

• Microsoft Web サイトの TCP Chimney オフロード、受信側スケーリング、ネットワークダイレクトメモ
リアクセス機能および受信側スケーリングの概要

• Amazon EC2 ドキュメントの TCP オフロード
• Amazon EC2 ドキュメントの PV ドライバーのトラブルシューティング

IOPS とスループットの要件を確認
Windows パフォーマンスモニターを使用して、IOPS とスループットに関する情報を取得します。

Windows パフォーマンスモニターを開くには、perfmonコマンドプロンプトで実行します。IOPS とス
ループットのデータは、次のパフォーマンスカウンターによって提供されます。

• ディスク読み取り回数/秒 + ディスク書き込み回数/秒 = IOPS
• ディスク読み取りバイト数/秒 + ディスク書き込みバイト数/秒 = スループット

要件を的確に見積もるために、ピーク時の使用時間および一般的なワークロードサイクル全体の IOPS と
スループットのデータを取得することをお勧めします。SQL Server 用に選択したインスタンスタイプがこ
れらの I/O 要件をサポートしていることを確認してください。

この見積もりを正しく行うことが重要です。そうしないと、リソースを過剰にプロビジョニングしてリ
ソースを十分に活用できなくなったり、リソースのプロビジョニングが不足して深刻なパフォーマンス問
題が発生したりする可能性があります。

ストライピングを使用して IOPS とスループットの
制限を回避する

SQL Server アプリケーションが EBS ボリュームで利用可能な最大値を超える IOPS とスループットを必
要とする場合は、これらの制限を克服するために EBS ボリュームをストライピングすることを検討してく
ださい。

ストライピングボリューム (RAID) を使用すると、IOPS とスループットの要件を満たすことができます
が、特定のインスタンスがサポートする最大 IOPS と帯域幅によって制限されます。ストライピングオプ
ションの詳細については、Amazon EC2 ドキュメントの「RAID 設定」を参照してください。

SQL Server ファイルをウイルス対策ソフトウェア
から除外

ウイルス対策ソフトウェアを設定するときは、必ず SQL Server のファイルとディレクトリをウイルスス
キャンから除外してください。除外するファイルとディレクトリの詳細と一覧については、Microsoft Web 
サイトの「SQL Server を実行しているコンピューターで実行するウイルス対策ソフトウェアを選択する方
法」を参照してください。

これらの SQL Server ファイルを除外しないと、SQL Server が使用する必要があるときに、それらのファ
イルが破損したり、ウイルス対策ソフトウェアによって隔離されたりする可能性があります。これらの
ファイルを除外しないと、パフォーマンス上の問題が発生することもあります。
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tempdb を設定して競合を減らす

SQL Server の構成
このセクションでは、パフォーマンスを微調整し、よくある落とし穴を避け、セキュリティと可用性の要
件を満たすように SQL Server データベースを構成するためのベストプラクティスを紹介します。これら
の変更は、データベースを Amazon EC2 に移行する前または後に実装できます。次のセクションでは、設
定のヒントとベストプラクティスについて説明します。

トピック
• tempdb を設定して競合を減らす (p. 14)
• 最高のパフォーマンスが得られるように MAXDOP を設定 (p. 15)
• 並列処理のコスト閾値を変更 (p. 16)
• アドホックワークロード向けに最適化 (p. 16)
• トレースフラグを使用してパフォーマンスを改善する (p. 16)
• 最新のパッチをインストール (p. 17)
• メモリ不足を避けるため、最大サーバメモリを制限する (p. 17)
• 最高のデータベース互換性レベルを使用する (p. 18)
• VLF の数を制御 (p. 19)
• データベースの自動拡張設定を確認する (p. 19)

tempdb を設定して競合を減らす
tempdb には、同じサイズで同じ成長率を持つ複数のデータファイルを構成することをお勧めします。

tempdb を頻繁に使用する負荷の高いデータベースサーバーでは、サーバーに大きな負荷がかかると、深
刻なブロッキングが発生することがあります。タスクが tempdb 内のページを指す待機リソースを待っ
ていることに気付くかもしれません。これらのページはページ・フリー・スペース（PFS）ページと共
有グローバル・アロケーション・マップ（SGM）ページその形式は2です。x:x(たとえば、2:1:1 または 
2:1:2)。

tempdb の同時実行性を向上させるには、tempdb 内のデータファイルの数を増やしてディスク帯域幅を最
大化し、割り当て構造の競合を減らすことができます。次にいくつかのガイドラインを示します。

• 論理プロセッサの数が 8 以下の場合: 同じ数のデータファイルと論理プロセッサを使用してください。
• 論理プロセッサの数が 8 個を超える場合: 8 つのデータファイルを使用してください。

競合が解消されない場合は、サーバ上の論理プロセッサの数を上限として、データファイルの数を 4 の倍
数に増やします。これにより、tempdb での SGAM 競合を回避できます。SQL Server 2014 またはそれ以
前のバージョンを使用している場合は、以下も有効にする必要がありますトレースフラグ 1118。このフラ
グは、混合エクステントではなく均一なエクステントでページ割り当てを強制するため、SGAM ページの
スキャンが最小限に抑えられ、競合が減少します。

SQL サーバー (13.x) 以降では、この動作は、AUTOGROW_SINGLE_FILEそしてAUTOGROW_ALL_FILESの
オプションALTER DATABASE。例:

alter database <database name> MODIFY FILEGROUP [PRIMARY] AUTOGROW_ALL_FILES

これらのオプションの設定の詳細については、を参照してください。Microsoft SQL Server のドキュメン
ト。

14

https://www.sqlskills.com/blogs/paul/inside-the-storage-engine-gam-sgam-pfs-and-other-allocation-maps/
https://www.sqlskills.com/blogs/paul/inside-the-storage-engine-gam-sgam-pfs-and-other-allocation-maps/
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-traceon-trace-flags-transact-sql
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/alter-database-transact-sql-file-and-filegroup-options
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/alter-database-transact-sql-file-and-filegroup-options


AWS の規範的ガイダンス Amazon EC2 で SQL Server
最高のパフォーマンスが得られるように MAXDOP を設定

最高のパフォーマンスが得られるように MAXDOP 
を設定

最大並列処理 (MAXDOP) は、SQL Server を複数の CPU で実行するためのサーバー構成オプションで
す。parallel プラン実行で 1 つのステートメントを実行するために使用されるプロセッサの数を制御しま
す。デフォルト値は 0 で、SQL Server が使用可能なすべてのプロセッサを使用できます。これはパフォー
マンスに影響する可能性があり、ほとんどのユースケースには最適ではありません。

SQL Server のMAXDOP 値を設定する場合は、次のガイドラインに従ってください。

NUMA ノード 論理プロセッサ MAXDOP 値

単一 ≤ 8 4、2、またはコア数 (1 または 2 
コアの場合)

単一 > 8 > 8 8、4、または 2

複数 ≤ 16 8、4、または 2

複数 > 16 16、8、4、または2

Note

通常、MAXDOP を 2、4、または 8 に設定すると、ほとんどのユースケースで最良の結果が得ら
れます。ワークロードをテストし、次のような並列処理関連の待機タイプがないか監視すること
をお勧めします。CXPACKET。

次のクエリを使用して、SQL Server 2016 以降のバージョンの現在の NUMA 構成を収集できます。

select @@SERVERNAME,
SERVERPROPERTY('ComputerNamePhysicalNetBIOS'),
cpu_count,  
hyperthread_ratio,  
softnuma_configuration,  
softnuma_configuration_desc,  
socket_count,  
numa_node_count  
from  
sys.dm_os_sys_info

各パラメータの意味は次のとおりです。

• cpu_countシステム内の論理 CPU の数を指します。
• hyperthread_ratioは、1 つの物理プロセッサが公開するコアの数の比率です。
• softnuma_configurationです0,1、または2:

• 0 (OFF): デフォルト
• 1 (automated): ソフトヌマ
• 2 (manual): ソフトヌマ

• softnuma_configuration_descですOFF,ON、またはMANUAL:
• OFFSoft-NUMA 機能がオフになっていることを示します。
• ONは、SQL Server が NUMA ノードのサイズを自動的に決定することを示します。
• MANUALSoft-NUMA が手動で設定されていることを示します。
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AWS の規範的ガイダンス Amazon EC2 で SQL Server
並列処理のコスト閾値を変更

• socket_countプロセッサソケットの数です。
• numa_node_countシステムで使用可能な NUMA ノードの数です。

現在の MAXDOP 値を確認するには、次のようにします。

$ sp_configure 'max_degree_of_parallelism'

MAXDOP の詳細については、を参照してください。Microsoft SQL Server のドキュメント。

並列処理のコスト閾値を変更
並列処理のコスト閾値によって、どのクエリがparallel 実行の候補になるかが決まります。このプロパティ
のデフォルト値は 5 です。つまり、シリアルプランのコストが 5 (推定経過時間、秒単位) を超えると、オ
プティマイザーはparallel プランに切り替わります。このプロパティをより大きな数値に設定することをお
勧めします。

プロセッサの価格が高く、処理能力が低く、クエリ処理が現在よりも遅かった時代には、デフォルト値が
適切でした。今日のプロセッサーははるかに高速です。その結果、特にparallel 実行の調整に伴うオーバー
ヘッドを考えると、比較的小さいクエリ (たとえば、コストのしきい値が 32 の場合) はparallel 実行による
メリットはあまりありません。

ほとんどの場合、並列処理のコスト閾値を 50 に設定するとよいでしょう。次のように、プランキャッ
シュのレビュー中にさらに調整できます。

$ sp_configure 'cost_threshold_for_parallelism'

アドホックワークロード向けに最適化
を有効にしますアドホックワークロード向けに最適化オプションを使用すると、単回使用のアドホック
バッチを多数含むワークロードのプランキャッシュの効率が向上します。アドホッククエリを最初に実
行すると、データベースエンジンは完全な実行プランの代わりにコンパイルされたプランスタブをキャッ
シュするため、プランキャッシュのスペースを節約できます。アドホックバッチを再実行すると、デー
タベースエンジンはバッチが以前に実行されたことを認識し、コンパイルされたプランスタブをプラン
キャッシュ内の完全なコンパイル済みプランに置き換えます。

このオプションが有効になっているかどうかを確認するには、次のクエリを使用します。

$ sp_configure 'optimize for ad hoc workloads'

アドホックワークロードの最適化の詳細については、「」Microsoft SQL Server のドキュメント。

トレースフラグを使用してパフォーマンスを改善す
る

パフォーマンスを向上させるには、ご使用の環境に適した SQL Server トレースフラグの使用を検討して
ください。例:
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最新のパッチをインストール

• 4199: SQL Server 累積更新プログラム (CU) およびサービスパック (SP) でリリースされているクエリオ
プティマイザー (QO) の変更を有効にします。

• 8048: NUMA で分割されたメモリオブジェクトを CPU で分割されたメモリオブジェクトに変換しま
す。

• 9024: グローバルログプールメモリオブジェクトを NUMA パーティションメモリオブジェクトに変換し
ます。

トレースフラグの詳細なリストについては、を参照してください。Microsoft SQL Server のドキュメン
ト。

最新のパッチをインストール
SQL Server 2017以降、マイクロソフトはサービスパック (SP) のリリースを中止しました。累積更新プロ
グラム (CU) と重要な更新 (GDR) のみがリリースされます。

SP には SQL Server の重要な修正が含まれているため、最新の SP がインストールされていることを確認
してください。また、可能であれば、最新の CU パッケージをインストールしてください。

SQL Server の最新アップデートについては、以下を参照してください。Microsoft SQL Server の最新更新
プログラムマイクロソフトのウェブサイトで。

メモリ不足を避けるため、最大サーバメモリを制限
する

パフォーマンス上の理由から、SQL Server はすでに割り当てたメモリを解放しません。SQL Serverを起
動すると、指定されたメモリをゆっくりと消費しますmin_server_memoryオプションを選択し、で指定さ
れた値に達するまで増加し続けますmax_server_memoryオプション。(これらの設定の詳細については、
「」)サーバーメモリ構成オプション（SQL Server のドキュメントを参照してください）

SQL Server のメモリには、バッファプールと非バッファプール (別名残す記憶または MTL)。の価
値max_server_memoryオプションは、バッファキャッシュ、プロシージャキャッシュ、プランキャッ
シュ、バフ構造、およびその他のキャッシュで構成される SQL Server バッファプールのサイズを決定し
ます。

SQL Server 2012 以降では、min_server_memoryそしてmax_server_memory以
下を含むすべてのキャッシュのすべてのメモリ割り当てを考慮しま
すSQLGENERAL,SQLBUFFERPOOL,SQLQUERYCOMPILE,SQLQUERYPLAN,SQLQUERYEXEC,SQLOPTIMIZER、
およびSQLCLR。max_server_memory のメモリー・クラークの完全なリストについては、以下を参照して
ください。sys.dm_os_memory_clerks（Microsoft SQL Server のドキュメントを参照してください）。

電流を確認するにはmax_server_memory値を入力するには、次のコマンドを使用してください。

$ sp_configure 'max_server_memory'

上限を設けることをお勧めしますmax_server_memoryシステム全体のメモリ負荷を引き起こさない値で。
すべての環境に適用される一般的な公式はありませんが、このセクションではいくつかのガイドラインを
用意しています。max_server_memoryは動的オプションなので、実行時に変更できます。

出発点として、次のことを決定できます。max_server_memory以下のように設定します。

max_server_memory = total_RAM – (memory_for_the_OS + MTL)
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最高のデータベース互換性レベルを使用する

各パラメータの意味は次のとおりです。

• オペレーティングシステムのメモリは1〜4 GBです。
• MTL（残すメモリ）にはスタックサイズが含まれます。スタックサイズは、64 ビットマシン

ではワーカースレッドあたり 2 MB で、次のように計算できます。MTL = stack_size * 
max_worker_threads

または、次を使用することもできます。

max_server_memory = total_RAM – (1 GB for the OS 
 + memory_basis_amount_of_RAM_on_the_server)

ここで、RAMのメモリベース容量は次のように決定されます。

• サーバーの RAM が 4 GB から 16 GB の間にある場合は、4 GB の RAM ごとに 1 GB を残してくださ
い。たとえば、16 GB のサーバーの場合は、4 GB のままにします。

• サーバー上の RAM が 16 GB を超える場合は、4 GB の RAM につき 1 GB を最大 16 GB にし、RAM 8 
GB あたり 1 GB を 16 GB 以上にします。

たとえば、サーバーに 256 GB の RAM が搭載されている場合、計算は次のようになります。

• OS 用に 1 GB
• 最大 16 GB のRAM: 16/4 = 4 GB
• 16 GB を超える残りの RAM: (256-16) /8 = 30
• 残すメモリの総容量: 1 + 4 + 30 = 35 GB
• max_server_memory: 256-35 = 221 ギガバイト

初期構成後、通常のワークロード期間中に解放できるメモリを監視して、SQL Serverに割り当てるメモリ
を増減する必要があるかどうかを判断します。

Note

Windowsはメモリ不足リソース通知を96MBで通知するので、バッファが必要ですが、設定でき
ます使用可能 M256 GB 以上の RAM を搭載した大規模サーバーでは 1 GB を超える必要がありま
す。

詳細については、を参照してください。メモリ管理アーキテクチャガイド（Microsoft SQL Server のド
キュメントを参照してください）。

最高のデータベース互換性レベルを使用する
SQL Server の最新の改善点を活用するには、現在のデータベース互換性レベルを使用していることを確認
してください。データベースを下位バージョンから上位バージョンに復元すると、下位バージョンの互換
性レベルが維持されるため、これを確認することが重要です。最新のデータベース拡張機能の中には、イ
ンストールしたエンジンバージョンで使用可能な最新レベルにデータベースの互換性を設定した場合にの
み有効になるものもあります。

現在のデータベースの互換性を確認するには:

 $ select name, compatibility_level from sys.databases
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VLF の数を制御

データベースの互換性レベルの詳細については、を参照してください。Microsoft SQL Server のドキュメ
ント。

VLF の数を制御
データおよびログファイルの最大サイズを事前に割り当てます。パフォーマンスを向上させるには、領域
を事前に割り当ててログファイルの自動拡張（自動拡張）設定を修正することにより、仮想ログファイル 
(VLF) の数を制御します。

通常、8 GB の自動拡張係数は、ほとんどの運用環境でうまく機能します。トランザクションログファイル
を 8 GB 単位で増やすことを検討してください。VLF の数が多いと、データベースのバックアップとリカ
バリの時間が長くなり、ログファイルの処理を必要とする操作 (レプリケーションなど) でパフォーマンス
の問題が発生する可能性があります。

VLF の作成と拡張アルゴリズムの詳細については、を参照してください。SqlSkills ブログ。

データベースの自動拡張設定を確認する
データまたはログファイルを拡張する必要があるトランザクションには、ファイル拡張操作にかかる時間
が含まれます。ファイルは、で定義された増分サイズだけ大きくなりますファイルの増加オプション。
ファイル増加イベントは SQL Server プロファイラトレースで確認できます。ファイルの増加に時間がか
かる場合は、次のような待機タイプが表示されることがありますASYNC_IO_COMPLETION、データ処理が
非常に遅い場合に発生します。このような待機タイプは、パフォーマンスに影響を与えるだけでなく、ト
ランザクションがタイムアウトする可能性もあります。そのトランザクションが他のトランザクションが
求めるリソースをロックしていると、タイムアウトによってサーバーがブロックされるという深刻な問題
が発生します。

この理由から、自動拡張の設定は慎重に行うことをお勧めします。次の点にも留意してください。

• ファイルの増加は、SQL Serverで最もコストのかかる操作の1つです。
• 小さなチャンクで頻繁に自動拡張を行うと、ディスクの断片化につながる可能性があります。
• で説明したように、ログファイルを頻繁に自動拡張すると、多数の仮想ログファイル (VLF) が作成さ

れ、パフォーマンスに影響します。前のセクション (p. 19)。

これらすべての理由により、データベースの起動が遅くなり、バックアップとリカバリの時間が長くなる
可能性があります。

理想的には、定期的な監視に基づいて、事前にファイルを拡張する必要があります。自動拡張をパーセン
テージで設定するか、静的な値 (MB 単位) として設定するかを慎重に選択してください。通常、自動拡張
をファイルサイズの 8 分の 1 に設定するのが良いですが、これは適切な選択ではないかもしれません。(た
とえば、データファイルのサイズが数TBの場合、この割合は高すぎます。)

ほとんどの場合、1024 MB の自動拡張値は、ほとんどの大規模データベースのデータファイルに適してい
ます。ログファイルの場合は、512 MB が妥当な開始点です。不測の事態に備えて、自動拡張値を設定す
ることを強くお勧めします。ただし、過去の傾向に基づいて数か月間は手動でファイルを拡大してくださ
い。

Note

自動拡張を設定することは不測の事態に備える必要があるため、ファイルにストレージを事前に
割り当てた後に設定する必要があります。

自動拡張設定を変更するには、SQL Server Management Studio (SSMS)またはTransact-SQL。次のスク
リーンショットは、SSMS の自動拡張設定を示しています。
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データベースの自動拡張設定を確認する
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Always On 可用性グループを使用する場合

は RegisterAllProviders IP を true に設定します

Always On 可用性グループの設定
SQL Server バージョン 2012 以降のネイティブクライアントライブラリと .NET Framework 4.5 ライブラ
リを使用している場合は、MultiSubnetFailoverパラメータを使用して接続動作を変更できます。このパラ
メータを、に設定することをお勧めしますTRUE。これにより、Always On 可用性グループによるフェイル
オーバーが速くなります。

Note

MultiSubnetFailoverパラメータを使用できないレガシーアプリケーションがある場合は、SQL 
Server インスタンスの前にNetwork Load Balancer を配置できます。バランサーはヘルスチェッ
クを使用して、どの SQL Server データベースがアクティブであるかを判断し、そのデータベー
スを現在ホストしているインスタンスにトラフィックを送信します。ロードバランサーは 1 つま
たは複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっています。ヘルスチェックには 59999 などの
専用ポートを使用し、そのポートに応答するようにクラスターグループパラメータを変更できま
す。これにより、MultiSubnetFailoverパラメータを使用せずに SQL Server のフェイルオーバー時
間を約 1 分に短縮できます。詳細な手順については、ブログ記事「Network Load Balancer を使
用して Amazon EC2 インスタンス上の SQL Server のフェイルオーバー時間を短縮する」を参照
してください。

可用性グループリスナーの DNS への登録方法には、RegisterAllProvidersIP と HostRecordTTL の 2 つの
設定が影響します。

Always On 可用性グループを使用する場合は 
RegisterAllProviders IP を true に設定します

RegisterAllProvidersIP は1 (true) に設定することをお勧めします。RegisterAllProvidersIP をに設定し
て可用性グループリスナーを作成すると1、そのリスナーのすべての IP アドレスが DNS に登録されま
す。RegisterAllProvidersIP を0 (false) に設定すると、アクティブな IP は 1 つだけ登録されます。

フェイルオーバーの場合、プライマリレプリカがあるサブネットから別のサブネットに移動すると、古い 
IP アドレスが登録解除され、新しい IP アドレスが登録されます。可用性グループリスナーがオンライン
になると、DNS は新しい IP で更新されます。ただし、クライアントシステムは、現在キャッシュされて
いるエントリの有効期限が切れるまで、リスナー名を新しい IP アドレスに変換しません。

Always On 可用性グループを使用する場合は 
HostRecord TTL を 60 以下に設定してください

HostRecordTTL 設定は、キャッシュされた DNS エントリの有効期限 (TTL) を制御します。デフォルト値
は 1200 秒です。HostRecordTTL をより低い設定 (60 秒以下) に変更することをお勧めします。これによ
り、キャッシュされた値の有効期限が早くなるため、フェイルオーバーが発生した場合でも、クライアン
トシステムは新しい IP をより迅速に解決できます。

Always On クラスターグループの自動フェールバッ
クを無効にする

Windows クラスターマネージャーの Always On 可用性グループの自動フェールバックが無効になってい
ることを確認します。
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バックアップを設定する
ディスクレイアウトまたはファイルディストリビューションを最適化する (p. 2)セクションで説明したよう
に、ネイティブ SQL Server バックアップを別のドライブに送信することをお勧めします。また、バック
アップファイルが置かれている EBS ボリュームのスケジュールしたスナップショットを作成することも検
討してください。
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インデックスの再構築

データベース最適化の改善
このセクションでは、SQL Server クエリオプティマイザを使用する際のパフォーマンスを向上させるため
のベストプラクティスについて説明します。ここでは、インデックスの再構築とテーブル統計の定期的な
更新が実行プランの最適化にどのように役立つかについて説明します。次のセクションでは、設定のヒン
トとベストプラクティスを説明します。

トピック
• インデックスの再構築 (p. 23)
• 統計の更新 (p. 23)

インデックスの再構築
クエリオプティマイザが最適なクエリプランを生成し、適切なインデックスを使用するには、インデック
スを断片化しないでください。インデックスは、更新、挿入、または削除のレートに基づいて、時間の経
過とともに断片化されます。テーブルのインデックスが定期的に再作成されていることを確認します。再
構築の頻度は、データベースがデータ操作言語 (DML) オペレーションを処理する速度によって異なりま
す。

出発点としては、30% を超える断片化されたインデックスを再構築し、30% 未満の断片化されたインデッ
クスを再編成するのが良いでしょう。30% この値は大部分のユースケースでうまくいきますが、未使用の
インデックスによるクエリプランが不十分な場合は、このパーセンテージを再検討する必要があります。

次のようなクエリを使用して、断片化をチェックします。

SELECT OBJECT_NAME(OBJECT_ID), index_id,index_type_desc,index_level,
avg_fragmentation_in_percent,avg_page_space_used_in_percent,page_count
FROM sys.dm_db_index_physical_stats
(DB_ID(N'<your_database>'), NULL, NULL, NULL , 'SAMPLED')
ORDER BY avg_fragmentation_in_percent DESC

メンテナンスジョブを作成して、定期的にインデックスを再構築することをお勧めします。

統計の更新
断片化されたインデックスと同様に、オプティマイザがテーブル列のキー値 (統計) のディストリビュー
ションに関する最新の情報を持っていない場合、最適な実行プランを生成できません。すべてのテーブル
の統計を定期的に更新することをお勧めします。更新の頻度は、データベースが DML 操作を処理する速
度によって異なりますが、通常、ピーク時に週に 2 回実行されます。ただし、インデックスを再構築す
る日に統計を更新することは避けてください。統計の更新の詳細については、「Microsoft SQL Server ド
キュメント」を参照してください。

データベースの最適化のために、インデックスと統計のメンテナンススクリプトを使用することをお勧め
します。例については、SQL Server メンテナンスソリューションのウェブサイトで提供されている「SQL 
Server index and statistics maintenance script」(SQL Server のインデックスと統計情報のメンテナンスス
クリプト) を参照してください。
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AWSLaunch Wizard を使用して 
Amazon EC2 での SQL Server デプ
ロイの最適化

AWSLaunch Wizard は、Amazon EC2 での SQL Server の単一インスタンスおよび高可用性 (HA) デプロ
イの主要な方法です。Launch Wizardの導入は、AWSWell-Architected フレームワークに基づいており、セ
キュリティ、信頼性、パフォーマンス効率、およびコスト削減のために最適化されています。

Launch Wizard を使用すると、SQL Server の導入が簡単になり、SQL Server の設定も簡単になります。
その機能には以下が含まれます。

• AWS自動リソース選択 — Launch Wizard は、仮想 CPU (vCPU)、メモリ、ネットワークの要件に基づ
いて最適なインスタンスタイプを推奨します。また、ストレージドライブとスループットに基づいてボ
リュームタイプを推奨することもできます。

• ワンクリックモニタリング — Launch Wizard は Amazon CloudWatch アプリケーションインサイト
と統合して、SQL Server HA デプロイのモニタリングを設定しますAWS。このオプションを選択する
と、Application Insights は関連するメトリクス、ログ、アラームをに自動的に設定し CloudWatch、新し
くデプロイされたワークロードのモニタリングを開始します。

• 見つけやすいアプリケーションリソースグループ — Launch Wizard は、SQL ServerAWS アプリケー
ション用に作成されたすべてのリソースのリソースグループを作成します。SQL ServerAWS Systems 
Manager アプリケーションをコンソールから管理、パッチ、保守できます。

Launch Wizard には、AWS CloudFormation再利用可能なコードテンプレートが用意されています。これ
らのテンプレートは、今後のアプリケーションデプロイのベースラインとして役立ちます。詳細について
は、AWS Launch Wizard 概要とユーザーガイドをご覧ください。
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次のステップ
このガイドでは、Amazon EC2 で Microsoft SQL Server ワークロードを設定および実行するためのベスト
プラクティスのいくつかについて説明しました。移行プロセスの計画と実装段階でこれらのガイドライン
に従うことで、本番環境で安定したサーバーを確立するのに役立ちます。

これらの設定タスクの詳細については、各セクションに記載されているリンクを参照し、「その他のリ
ソース (p. 26)」セクションに記載されているウェブページにアクセスしてください。

25



AWS の規範的ガイダンス Amazon EC2 で SQL Server

その他のリソース
関連する戦略、ガイド、パターン

• リレーショナルデータベースの移行戦略
• SQL Server パターン:

• すべてのパターン
• リホストパターン (SQL Server から Amazon EC2 への移行)
• 再プラットフォームパターン (SQL Server から Amazon RDS for SQL Server への移行)
• アーキテクチャの再設計パターン (SQL Server からオープンソースおよび AWS クラウドネイティブ

データベースへ)
• AWS 規範的ガイダンスウェブサイト

AWS リソース

• AWS ドキュメント
• AWS 全般のリファレンス
• AWS 用語集

AWS のサービス

• Amazon EBS
• Amazon EC2

その他のリソース

• EBS ボリュームが Windows Server 2016 以降の AMI で初期化されない
• Microsoft SQL Server tempdb を Amazon EC2 のインスタンス/エフェメラルディスクに移動する方法
• Windows インスタンスでの起動時のコマンドの実行
• 起動時に Windows エフェメラルディスクをストライプする
• HammerDB による SQL Server ベンチマーク
• SQL Server が実際に必要なメモリはどれくらいですか?
• SQL Server Wait Statistics (またはどこが悪いのか教えてください...)
• マルチサブネット可用性グループの接続タイムアウト
• キャッシュを計画し、アドホックワークロードの最適化を計画する
• Windows での RAM、仮想メモリ、ページファイル、およびメモリの管理
• 64 ビットバージョンの Windows の適切なページファイルサイズの決定方法
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ドキュメント履歴
このガイドは、このドキュメントの大きな変更点をまとめたものです。今後の更新に関する通知を受け取
る場合は、RSS フィードをサブスクライブできます。

変更 説明 日付

ガイダンスを追加 (p. 27) MultiSubnetFailoverパラメータを
使用できないレガシーアプリケー
ションに Network Load Balancer 
を使用する方法に関する情報を追
加しました。

2022 年 11 月 11 日

修正コード (p. 27) PowerShell インスタンスストア
の初期化に関するセクションの
コードを修正しました。

2022 年 6 月 27 日

新しいセクションを追
加 (p. 27)

SQL ServerAWS のLaunch 
Wizard に関する情報を追加しま
した。

2021 年 8 月 18 日

初版出版 (p. 27) — 2020 年 7 月 21 日
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AWS 規範的ガイダンスの用語集
以下は、AWS規範的ガイダンスによって提供される戦略、ガイド、およびパターンで一般的に使用される
用語です。エントリを提案するには、用語集の最後のフィードバックの提供リンクを使用します。

移行の条件
7 Rs

アプリケーションをクラウドに移行するための 7 つの一般的な移行戦略。これらの戦略は、ガート
ナーが 2011 年に特定した 5 Rs に基づいて構築され、以下で構成されています。
• リファクタリング/アーキテクチャの再設計 — クラウドネイティブ特徴を最大限に活用して、俊敏

性、パフォーマンス、スケーラビリティを向上させ、アプリケーションを移動させ、アーキテク
チャを変更します。これには、通常、オペレーティングシステムとデータベースの移植が含まれま
す。例: オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移
行する。

• リプラットフォーム (リフトアンドリシェイプ) — アプリケーションをクラウドに移行し、クラウド
機能を活用するための最適化レベルを導入します。例: お客様のオンプレミスの Oracle データベー
スを AWS クラウドの Oracle 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行す
る。

• 再購入 (ドロップアンドショップ) — 通常、従来のライセンスから SaaS モデルに移行して、別の製
品に切り替えます。例: 顧客関係管理 (CRM) システムを Salesforce.com に移行する。

• リホスト (リフトアンドシフト) — クラウド機能を活用するための変更を加えずに、アプリケーショ
ンをクラウドに移行します。例: お客様のオンプレミスの Oracle データベースを AWS クラウドの 
EC2 インスタンス上の Oracle に移行する。

• 再配置 (ハイパーバイザーレベルのリフトアンドシフト) — 新しいハードウェアの購入、アプリケー
ションの書き換え、お客様の既存のオペレーションの変更を行うことなく、インフラストラクチャ
をクラウドに移行できます。この移行シナリオは AWS の VMware Cloud に固有のもので、お客様
のオンプレミス環境と、および AWS の間の仮想マシン (VM) 互換性とワークロードの移植性をサ
ポートします。インフラストラクチャを AWS の VMware Cloud に移行するときに、お客様のオン
プレミスのデータセンターから VMware Cloud Foundation テクノロジーを使用できます。例: AWS 
の Oracle データベースをホストしているハイパーバイザーを VMware Cloud 上に再配置する。

• 保持 (再アクセス) — アプリケーションをお客様のソース環境で保持します。これには、主要なリ
ファクタリングを必要とするアプリケーションや、お客様がその作業を後日まで延期したいアプリ
ケーション、およびそれらを移行するためのビジネス上の正当性がないため、お客様が保持するレ
ガシーアプリケーションなどがあります。

• 使用停止 — お客様のソース環境で不要になったアプリケーションを停止または削除します。
アプリケーションポートフォリオ

アプリケーションの構築と維持にかかるコスト、およびそのビジネス価値を含む、組織が使用する各
アプリケーションに関する詳細情報の集まり。この情報は、ポートフォリオの検出と分析プロセス の
需要要素であり、移行、モダナイズ、最適化するアプリケーションを特定し、優先順位を付けるのに
役立ちます。

AI オペレーション (AIOps)

機械学習技術を使用して運用上の問題を解決し、運用上のインシデントと人の介入を減らし、サービ
ス品質を向上させるプロセス。AWS 移行戦略での AIOps の使用方法については、オペレーション統
合ガイド を参照してください。
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AWS クラウド導入フレームワーク (AWS CAF)

組織がクラウドに正常に移行するための効率的で効果的な計画を立てるのを支援する AWS からのガ
イドラインとベストプラクティスのフレームワーク。AWSCAF は、ビジネス、人材、ガバナンス、
プラットフォーム、セキュリティ、運用の観点と呼ばれる 6 つの重点を置く分野にガイダンスを編成
しています。ビジネス、人材、ガバナンスの観点では、ビジネススキルとプロセスに重点を置き、プ
ラットフォーム、セキュリティ、オペレーションの視点は技術的なスキルとプロセスに焦点を当てて
います。例えば、人材の観点では、人事 (HR)、人材派遣機能、および人材管理を扱うステークホル
ダーを対象としています。この観点から、AWS CAF は、クラウドの導入を成功させるための組織の
準備を支援するために、人材開発、トレーニング、コミュニケーションに関するガイダンスを提供し
ます。詳細については、AWS CAF ウェブサイト と AWS CAF のホワイトペーパー を参照してくださ
い。

AWS ワークロード資格フレームワーク (AWS WQF)

データベース移行ワークロードを評価し、移行戦略を推奨し、作業の見積もりを提供するツー
ル。AWSWQF は AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) と共に含まれます。データベースス
キーマとコードオブジェクト、アプリケーションコード、依存関係、およびパフォーマンス特性を分
析し、評価レポートを提供します。

ビジネス継続性計画 (BCP)

大規模移行など、中断を伴うイベントが運用に与える潜在的な影響に対処し、ビジネスを迅速に再開
できるようにする計画。

Cloud Center of Excellence (CCoE)

クラウドのベストプラクティスの作成、リソースの移動、移行のタイムラインの確立、大規模変革を
通じて組織をリードするなど、組織全体のクラウド導入の取り組みを推進する学際的なチーム。詳細
については、AWS クラウドエンタープライズ戦略ブログの CCoE の投稿 を参照してください。

導入のクラウドステージ

組織が、AWS クラウドへの移行時に通常実行する 4 つの段階。
• プロジェクト — 概念実証と学習を目的として、クラウド関連のプロジェクトをいくつか実行する
• 基礎固め — お客様のクラウドの導入を拡大するための基礎的な投資 (ランディングゾーンの作

成、CCoE の定義、運用モデルの確立など)
• 移行 — 個々のアプリケーションの移行
• 再発明 — 製品とサービスの最適化、クラウドでのイノベーション

これらのステージは Stephen Orban が AWS クラウドエンタープライズ戦略ブログの クラウドファー
ストジャーニーと導入ステージ というブログ記事で定義したものです。これらが、AWS 移行戦略と
どのような関係があるかについては、移行準備ガイドを参照してください。

構成管理データベース (CMDB)

企業のハードウェアおよびソフトウェア製品、構成、相互依存関係に関する情報を含むデータベー
ス。通常、CMDB のデータは、移行のポートフォリオの検出と分析の段階で使用します。

エピック

アジャイル方法論で、お客様の作業の整理と優先順位付けに役立つ機能カテゴリ。エピックでは、
要件と実装タスクの概要についてハイレベルな説明を提供します。例えば、AWS CAF セキュリティ
エピックには、アイデンティティとアクセスの管理、検出型制御、インフラストラクチャセキュリ
ティ、データ保護、インシデント対応が含まれます。AWS 移行戦略のエピックの詳細については、プ
ログラム実装ガイド を参照してください。

異種混在データベースの移行

別のデータベースエンジンを使用するターゲットデータベースへお客様の出典データベースの移行 
(例えば、Oracle から Amazon Aurora)。異種間移行は通常、アーキテクチャの再設計作業の一部で
あり、スキーマの変換は複雑なタスクになる可能性があります。AWS は、スキーマの変換に役立つ 
AWS SCT を提供します 。
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同種データベースの移行

お客様の出典データベースを、同じデータベースエンジンを共有するターゲットデータベース 
(Microsoft SQL Server から Amazon RDS for SQL Server など) に移行する。同種間移行は、通常、リ
ホストまたはリプラットフォーム化の作業の一部です。ネイティブデータベースユーティリティを使
用して、スキーマを移行できます。

ハイパーケア期間

カットオーバー直後、移行チームが問題に対処するために移行されたアプリケーションをクラウドで
管理および監視する期間。通常、この期間は 1 ～ 4 日です。ハイパーケア期間の終了時に、移行チー
ムは通常、アプリケーションの責任をクラウド運用チームに移します。

アイドル状態のアプリケーション

90 日間の平均的な CPU およびメモリ使用率が 5～20% のアプリケーション。移行プロジェクトで
は、これらのアプリケーションを廃止するか、オンプレミスに保持するのが一般的です。

IT 情報ライブラリ (ITIL)

IT サービスを提供し、これらのサービスをビジネス要件に合わせるための一連のベストプラクティ
ス。ITIL は ITSM の基盤を提供します。

IT サービス管理 (ITSM)

組織の IT サービスの設計、実装、管理、およびサポートに関連する活動。クラウドオペレーションと 
ITSM ツールの統合については、「オペレーション統合ガイド 」を参照してください。

landing zone

ランディングゾーンは、Well-Architected の、スケーラブルで安全なマルチアカウント AWS 環境で
す。これは、組織がセキュリティおよびインフラストラクチャ環境に自信を持ってワークロードと
アプリケーションを迅速に起動してデプロイできる出発点です。ランディングゾーンの詳細について
は、安全でスケーラブルなマルチアカウント AWS 環境のセットアップ を参照してください。

大規模な移行

300 台以上のサーバの移行。
Migration Acceleration Program (MAP)

組織がクラウドへの移行のための強力な運用基盤を構築し、移行の初期コストを相殺するのに役立つ
コンサルティングサポート、トレーニング、サービスを提供する AWS プログラム。MAP には、組織
的な方法でレガシー移行を実行するための移行方法論と、一般的な移行シナリオを自動化および高速
化する一連のツールが含まれています。

移行ポートフォリオ評価 (MPA)

AWS クラウドに移行するためのビジネスケースを検証するための情報を提供するオンラインツー
ル。MPA は、詳細なポートフォリオ評価 (サーバーの適切なサイジング、価格設定、TCO 比較、移行
コスト分析) および移行プラン (アプリケーションデータの分析とデータ収集、アプリケーションのグ
ループ化、移行の優先順位付け、およびウェーブプランニング) を提供します。MPA ツール (ログイ
ンが必要) は、すべての人に無料で利用できる AWS コンサルタントと APN パートナーコンサルタン
トです。

移行準備状況評価 (MRA)

組織のクラウド対応状況に関するインサイトを獲得し、長所と短所を特定し、AWS CAF を使用して
特定されたギャップを埋めるためのアクションプランを構築するプロセス。詳細については、移行準
備状況ガイド を参照してください。MRAは、AWS移行戦略の第一段階です。

大規模な移行

アプリケーションポートフォリオの大部分を次々にクラウドに移行し、各ウェーブでより多くのアプ
リケーションを高速に移動させるプロセス。この段階では、以前の段階から学んだベストプラクティ
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スと教訓を使用して、移行ファクトリー チーム、ツール、プロセスのうち、オートメーションとア
ジャイルデリバリーによってワークロードの移行を合理化します。これは、AWS 移行戦略 の第 3 段
階です。

移行ファクトリー

自動化された俊敏性のあるアプローチにより、ワークロードの移行を合理化する部門横断的なチー
ム。移行ファクトリーチームには、通常、運用、ビジネスアナリストおよび所有者、移行エンジニ
ア、デベロッパー、およびスプリントで作業する DevOps プロフェッショナルが含まれます。エン
タープライズアプリケーションポートフォリオの 20～50% は、ファクトリーのアプローチによって
最適化できる反復パターンで構成されています。詳細については、このコンテンツセットの「移行
ファクトリーの議論」と「クラウド移行ファクトリーのガイド」を参照してください。

移行メタデータ

移行を完了するために必要なアプリケーションおよびサーバーに関する情報。移行パターンごとに、
異なる一連の移行メタデータが必要です。移行メタデータの例として、ターゲットサブネット、セ
キュリティグループ、AWS アカウントが挙げられます。

移行パターン

移行戦略、移行先、および使用する移行アプリケーションまたはサービスを詳述する、反復可能な
移行タスク。例: AWS Application Migration Service を使用して Amazon EC2 への移行を再ホストす
る。

移行戦略

ワークロードを AWS クラウドに移行するために使用するアプローチ。詳細については、この用語集
の「7 Rs (p. 28) エントリー」と、「組織を動員して大規模な移行を加速する」を参照してくださ
い。

オペレーショナルレベルアグリーメント (OLA)

サービスレベルアグリーメント (SLA) をサポートするために、どの機能的 IT グループが互いに提供す
ることを約束するかを明確にする契約。

オペレーション統合 (OI)

クラウドでオペレーションをモダナイズするプロセスには、準備計画、オートメーション、統合が含
まれます。詳細については、オペレーション統合ガイド を参照してください。

組織変更管理 (OCM)

人材、文化、リーダーシップの観点から、主要な破壊的なビジネス変革を管理するためのフレーム
ワーク。OCM は、変化の導入を加速し、移行問題に対処し、文化や組織の変化を推進することで、組
織が新しいシステムと戦略の準備と移行するのを支援します。AWS 移行戦略では、クラウド導入プロ
ジェクトに必要な変更のスピードから、このフレームワークは 人材の高速化 と呼ばれます。詳細につ
いては、OCM ガイド を参照してください。

プレイブック

クラウドでのコアオペレーション機能の提供など、移行に関連する作業を取り込む、事前定義された
一連のステップ。プレイブックは、スクリプト、自動ランブック、またはお客様のモダナイズされた
環境を運用するために必要なプロセスや手順の要約などの形式をとることができます。

ポートフォリオ評価

移行を計画するために、アプリケーションポートフォリオの検出、分析、優先順位付けを行うプロセ
ス。詳細については、「移行準備状況ガイド 」を参照してください。

実行責任者、説明責任者、協業先、報告先 (RACI) に基づくマトリックス

プロジェクト内のロールと責任を定義して割り当てるマトリックス。例えば、お客様が RACI を作成
して、セキュリティコントロールの所有権を定義したり、移行プロジェクト内の特定のタスクの役割
と責任を特定したりできます。
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ランブック

特定のタスクを実行するために必要な手動または自動化された一連の手順。これらは通常、エラー率
の高い反復操作や手順を合理化するために構築されています。

サービスレベルアグリーメント (SLA)

サービスのアップタイムやパフォーマンスなど、IT チームがお客様に提供すると約束したものを明示
した合意書。

タスクリスト

ランブックの進行状況を追跡するために使用されるツール。タスクリストには、ランブックの概要と
完了する必要のある一般的なタスクのリストが含まれています。各一般的なタスクには、推定所要時
間、所有者、進捗状況が含まれています。

ワークストリーム

特定のタスクセットを担当する移行プロジェクト内の機能グループ。各ワークストリームは独立して
いますが、プロジェクト内の他のワークストリームをサポートしています。たとえば、ポートフォリ
オワークストリームは、アプリケーションの優先順位付け、ウェーブ計画、および移行メタデータの
収集を担当します。ポートフォリオワークストリームは、これらの設備を移行ワークストリームで実
現し、サーバーとアプリケーションを移行します。

ゾンビアプリケーション

平均 CPU およびメモリ使用率が 5% 未満のアプリケーション。移行プロジェクトでは、これらのア
プリケーションを廃止するのが一般的です。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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