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1 紹介 

クラウド プロバイダーにとって急成長を遂げている市場のひとつであるゲーム産業からのリソース需要

を受け、Microsoft Azure と Azure SQL Database は高速な性能とあわせて価格対性能比の高さを提示す

ることが重要となります。ゲーム産業のお客様は、仮想マシンや社内の代替品よりも  Azure SQL 

Database を選択しています。これによって、データベース エンジンの最新の安定したバージョン、高い

可用性と、自動バックアップ、地理レプリケーションを実装した稼働環境を使用することができ、また新

発売のゲームの要件に応じて拡張と縮小を簡単に行うことができます。 
 

このドキュメントでは、オンライン ゲームを用途として Azure SQL Database を稼働するにあたって、 なぜ 

Azure SQL Database が 最適なのか、技術的側面から簡潔に述べていきます。このドキュメントは、次の 

4 つのセクションに分かれています：  
 

定評のあるプラットフォーム には最新の機能が搭載されています。Azure との統合、自動バックアップ、

Azure Service Fabric との緊密な統合により高い可用性を実現しています。 
 

安定性 が高く、Microsoft の計画ダウンタイム（あるいはフェイルオーバー）の適用がされません。 

また、計画外のダウンタイムもほとんどありません。独立したテナント リング（独立したデプロイ単位） 

を用意することで、ユーザー定義のメンテナンス期間を有効化することができます。 
 

最高の性能と高度な監視機能で異常を検知します。Azure SQL Database カスタマー サービスと製品

チームによる、24 時間年中無休の最上級のサポートを提供します。 
 

自動化、かつ継続的な性能改善をおこない、 ハードウェアの構成、ソフトウェアの性能とプラットフォー

ムを前進させていきます。 
 

2 定評のあるプラットフォーム 

Azure SQL Database は、Microsoft Azure の幅広いエコシステムの一部を担う製品です。Azure Compute、

Network、Storage、SQL Database の各チームが密接に連携して、すべてのモジュールとコンポーネントの

相互作用から得られるパフォーマンスを最大限発揮します。 
 

さらに、Azure SQL Database の運用開始までを SQL エンジニア チームが担当します。Azure SQL Database 

チームのエンジニアは完全に DevOps（デブオプス）の体制を採用しているため、すべての機能を把握して

おり、毎日の運用と業務の管理の手引きをします。 

2.1 定評のあるプラットフォーム としての Azure SQL Database  

Azure SQL Database は、競合製品にはない独自の利便性を持つ、Platform as a Service（PaaS）製品です。 

2.1.1 Azure Service Fabric の統合  

Azure SQL Database プラットフォームは、Azure Service Fabric（ASF）と緊密な統合をすることで高可用性

（HA）を維持することへの責任を負います。ASF は、ローカルの SSD ディスク上で N-way レプリケーショ

ンを使用して、データとログファイルの永続性を維持できます。データとログファイルをローカル SSD に

保存することで、単一障害点のリスクを負うことなく、最大限のパフォーマンスを実現できます。 
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ASF を使用することで得られる暗黙の優位性： 

• ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク障害検出機能を内蔵し、自動リーダー選定機能と連動し

ます。 

• データの損失につながる恐れのある操作のインテリジェント ブロック 

• 更新の調整、正常性の監視、障害のあるビルドの自動ロールバック。 

2.1.2 自動バックアップとポイント イン タイム リカバリー（PITR） 

Azure SQL Database は、お客様のデータベースの自動バックアップを管理、実行するよう設計されてい

ます。完全バックアップは一週間ごとに実行され、差分バックアップは 12 時間ごとに実行され、ログの

バックアップは 5 分おきに実行されます。ユーザーはこれらバックアップの保持期間を決定することが

できます。ポイント イン タイム リカバリーはセルフ サービス機能でも使用でき、バックアップの保持期間

内の任意の時点へとデータベースを復元することができます。この機能は、予期しない「うっかり」復元

（ゲームのアップグレードの過程で重要なデータを誤消去するなど）やゲーム プレイヤーのカスタマー 

サポート（特定時点のゲーム プレイの復元）の両方に活用することができます。 

3 独立したデプロイ単位とユーザー定義のメンテナンス期間を使用することで

安定性を得ることができます 

高パフォーマンス層のお客様向けのデータベースは、専用の仮想マシンのセットで個別に管理されて

います。このグループに属する仮想マシンは、内部では「テナント リング」、または「TR」と呼ばれていま

す。高パフォーマンス層のお客様向けの TR は常に、現在の一連のデータベースで必要となる容量の

他に、ノードの追加バッファにて管理されます。それぞれの TR は、Azure Service Fabric で管理され、 

必要に応じて容量を増減することが可能です。これらの TR は、追加の容量を持っており、不可の平衡

化によってレプリカの移動を最小限に抑えます。 

Custom Maintenance Window（CMW）は、Microsoft Azure が始動するすべての影響力のあるアップグ

レードや関連するフェイルオーバーを管理します。お客様、フィールド  エンジニア（顧客対応）、

Microsoft Azure（Azure SQL Database チームを含む）は、月次で行われる 2 時間未満の更新メンテナン

スについて合意するものとします。このとき Azure SQL Database のエンジニアが、この合意されたメンテ

ナンス時間で最新の OS と 新機能とバグ修正を実装した SQL バイナリをデプロイします。このメンテナン

スの間もサービスは利用可能ですが、問い合わせ処理に再試行が必要となる場合は、若干の遅延 

（5 秒未満）が発生します。 
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Microsoft と Azure SQL Database エンジニア チームは新たなデプロイの実装に関するすべての手順を

担当します。実装中のデプロイの監視や非正常な兆候を感知した際の自動ロールバックを調整しま

す。私たちが実践するガイドラインとベスト プラクティス：  

• Azure SQL Database、Azure Service Fabric、Azure Host、Azure Guest OS の更新は、可能なタイミ

ングで合わせてバッチ処理されます。 

• それぞれの TR は 5 つの更新ドメイン（別名 UD）に分割されています。 

• 各 UD の更新処理に要する時間は一般的に 18 分ほどであり、長くかかった場合でも 40 分以

内に完了します。 

• Azure VM に対するネットワーク関連の更新を含む、トップ オブ ラック（TOR）更新は、不定期に

実施される場合があります（通常は年に一度です）。 

• 月次の 2 時間のメンテナンスを行う時間帯にはフェイルオーバーが発生する可能性があるた

め、重要な更新については影響度の少ない（トラフィック量が少ない）時間帯に行うことが理想

的です。 

リソースを最適化する観点から、独立した TR を稼働させておくことで運用面での柔軟性を得ることがで

きます。Azure SQL Database には各ノード上で稼働するサービス（Rgmgr  と呼ばれます）があり、これら

はノード上の CPU、メモリ、ディスク リソースの管理を行い、それぞれのサービスレベル目標（SLO）に基

づき個々のデータベース サービス リソースを制御します。 

3.1 コアとスケジューラ間における負荷の偏りを管理する  

既知の問題として、単一のプロセスが複数のプロセッサー グループのコアと密接な関連付けがされて

いる場合、Windows のスレッドはプロセスが最初に開始されたプロセッサー グループや NUMA ノードを

デフォルトで優先します（この解消には当該のプロセス自身がスレッドの関連付けを管理する必要があ

りますが、現在のところ一連の Premium P15 製品や高パフォーマンス層の製品では、これに対応して

いません）。このデフォルトの状態を「最適なノード」と呼びます。この影響を受けて、Windows はすべて

の Azure SQL Database で稼働するスレッドをひとつのプロセッサー グループへと予約し、その他のプロ

セッサー グループのコアを待機状態とする場合があります。 

コアとスケジューラー間の負荷の偏りを回避する目的で、Rgmgr は、プロセスのコアの数（SLO のサイ

ズ）がプロセッサーのグループのサイズよりも小さい場合に、新たに配置されたデータベースと別々の

プロセッサー グループ間で関連付けが されない ように調整します。 

3.2 意図しないタイマーを無効化する  

場合によっては、 Rgmgr 内部のリバランスのタイマーが SQL データベース処理の関連付けのマスク条

件を変更する必要が生じる場合があります。再関連付けの過程では、プロセスのコア数自体に変更は

されず、当該プロセスの物理的なコアの関連付けが変更されます。CMW は特定の時間枠以外での変

更を制限しているため、これらタイマーを無効にすることで、NUMA の横断的な移動による影響を回避

できます。 
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4 最良のパフォーマンスと監視 

ゲーム産業は、トランザクションの処理能力と個々のトランザクションのコミット遅延に非常に影響を受

けやすいです。現在、Azure クライアントの VM から Azure SQL Database へのトランザクション処理の往

復で発生する遅延を 1 ミリ秒未満に抑えています。このセクションでは、Azure SQL Database が低遅延

性とトランザクション耐性を実現するにあたって、どのように機能しているかを説明します。次のセクショ
ンでは、ゲーム産業の環境において高パフォーマンスを実現することに特化した固有の機能と設定を
解説します。 

4.1 最高のエンジニアが、24時間年中無休で対応  

高パフォーマンス層で運用をしているゲーム産業のお客様には、Azure SQL Database サポート チーム

とエンジニア チームが最優先かつ年中無休のサポートを提供します。Azure SQL Database エンジニア 

チームには、前述の警報や監視業務を介して通知がされます。負荷に伴う処理能力や処置遅延に関

するお問い合わせについて、お客様は弊社に直接ご連絡頂くことができます。1 

4.2 ログインの管理 

ログイン処理に特化した、独立したスレッド プール（CPU とメモリー リソースを含む）を用意しています。

これが可用性に影響を与えることはなく、新規ログインの処理に対しては常にリソースを確保していま

す。Azure SQL Database は、NUMA ノードのスケジューラーに基づく、加重ラウンドロビン アルゴリズム

を使用しています。 

4.3 関連付けのタイプ 

上記セクションに記載したとおり、プロセッサーが常に単一のプロセッサー グループに適合できる場合

は、RgMgr  が相応しいプロセッサー グループの割り当てを確保します。P15 のサービス層と 20 vCores 

およびそれ以上を実装しているデータベースに対しては、単一のプロセッサー グループにすべてのプ

ロセッサーを適合できない場合は、Azure SQL Database を「ハード アフィニティ」モードで実行し、SQL が

意図的に稼働しているスレッドの関連付けを行うことで、 両方 のプロセッサー グループで CPU を使用

します。「ハード アフィニティ」は、SQL データベースがノード上のすべてのコアを列挙し、各コアに緊急

スケジューラーを作成するモードです。SQL の関連付けのマスク条件に存在しないスケジューラー/ 

コアはオフラインとされます。 
 

P6 のような小規模向けの製品では、NUMA ノードがオフラインになる可能性があり、さらなる問題を引

き起こす場合があります。そのため、単一のプロセッサー グループに適合する 可能性のある 製品では

ハードアフィ二ティ設定を避ける必要があります。このような製品には、依存関係のない関連付け設定

が適切です。これによって Windows が、実際の消費に基づいてコア間でスレッドを移行することができ

ます。この設定を行うことで、ベンチマーク テストや顧客のフィードバックに基づいた遅延の予測をする
ことができます。この関連付けポリシーにより、負荷の処理と予測可能性が向上します。 

 
1 ほとんどの設定において、前述の監視と警告は Azure SQL Database（特に P15 や 40+ vCore などの高機能版）のその

他の拡張機能にて利用できます。弊社の基本方針は、処理負荷の高いゲーム産業における Azure SQL Database の管理

業務で培った技術を、 可能な限り Azure SQL Database 全体にわたる機能に安全に適用することです。 
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4.4 より高速なトランザクションのコミットと高いコミット処理能力  

トランザクション ログのコミットを制限、または管理しません。これによりゲームの負荷に対する高い処

理能力を実現します。自動ログ削除を無効化することで、アクティブなユーザーのトランザクションの競

合を回避します。これは負荷を緩和する目的に焦点を絞っており、継続的に発生するトランザクション 

ログのバックアップとチェックポイント プロセスの一環としてこれらログの圧縮をしています。 

4.5 バックアップの改善 

私たちはデータベースのバックアップに使用する CPU のリソースを管理し、お客様の業務が常に最優

先で最優先で実行され、可能な限り多くのリソースが得られるように徹底します。また、お客様の業務

上のトラフィックが少ない時間帯を基に、差分バックアップのスケジュールをカスタマイズします。 

4.6 柔軟な入出力リソースの管理 

Premium 層および、Business Critical 層のゲーム産業向けデータベースでは、読み込みと書き込みの 

両方に関する入出力のリソースの管理を緩和しています。これにより、Azure SQL Database の作業負荷

がピークの時間帯にノード レベルの SSD の上限まで活用することができます。 

4.7 アイドル セッション タイムアウトの廃止 

セッションの待機状態を必要なだけ保持します（セッションの強制切断をしません）。 

4.8 優先度の高い監視 

ログインの失敗とユーザー定義の警告を優先し、当該事態の発生から 5 分以内に通知します。 

5 Azure SQL Database のロードマップによる将来の保証 

このドキュメントの発行日時点で、Azure SQL Database にはいくつかの改善計画があり、これらはゲー

ム産業の業務と特色に適したものとなっています。 

• Azure SQL Database Managed Instance による SQL Server の完全な互換性 

• 継続的な改善をする PaaS サービス： 

o Azure SQL Database Hyperscale（最大で 100TB まで拡張可能な特性を持つ柔軟なスト

レージ）。 

o 課金に基づいた使用法（今後リリース予定の「サーバーレス」機能による） 

o Azure SQL Database エンジニアの働きにより、現在 CMW はシステムに組み込まれてい

ます。将来的には自動設定や自動監視に対応する予定です。 

• 私たちは、高パフォーマンスの TR 上で稼働するデータベースに向けた、 Windows ジョブ オブ

ジェクトによるグローバルな CPU 管理を模索しています。これにより、関連付けの管理をするこ

となく、さらなる並列処理を実現できます。この改変に対する初期段階のテストでは、性能上の

数値が 20% ～ 30 ％ 増加することを示しています。 

• 私たちは、NVMe を実装し RDMA に対応した第 6 世代のハードウェアを導入する予定です。 

これにより 4M の IOPS と  ラウンド トリップ遅延を 500 us に抑えることができます。次の表に改

善が見込まれる遅延を示します： 
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トランザクションのコミット 

（時間的要素） 

Accelerated 

Networking を搭
載した 第 5 世代 

第 6 世代 + ダイレク
ト NVMe + RDMA + 

近接する領域 

 

クライアント VM と SQL 間 300us 75us  

SQL のプライマリ更新  

(CPU + ディスク) 

300us 300us  

プライマリとセカンダリ間 300us 15us  

セカンダリ ログのコミット 

（ディスク） 

100us 100us  

合計時間 1000us 490us  

 

• 2020 年の後半までに、Lock Pages In Memory（LPIM）の設定を有効化した高パフォーマンスのデー

タベースを稼働させる計画を進めています。現在のところ、LPIM はフル ノードの SLO（第 5 世代が

手今日する 80 vCore など）でのみ有効化することができます。LPIM は、OS がメモリをディスクへと

ページ アウトすることを防ぎます。さらに迅速にメモリの割り当て要求を行い、メモリの負荷がな

い場合でもパフォーマンスを増強します。テストの初期段階の結果では、パフォーマンスが最大

で 30 % 増強されました。 

• 2020 年の後半までには、16 から 24 のコアを搭載した Auto-Soft Numa を使用できるよう取り組

んでいます。実際の NUMA ノードに対するコア数の比率は、パフォーマンス テストの結果に

よって決定されます。Auto-Soft NUMA を活用することで、追加の Soft NUMA ノードの取得が容

易になります。これによって IOCP（接続や要求を迅速に受け入れる）、ResourceMonitor（メモリ

の負荷を処理する）、LazyWriter（使用済みバッファ プールのページをディスクに格納する）に使

用するスレッドをより多く確保することができます。 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/soft-numa-sql-server?view=sql-server-ver15

