
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

要約 

 

運用コストの削減は、IT 環境を設計する上で重要なポイントとなります。これ

に対応するための中心的な方策の 1 つに、効率的な運用、管理のためのインフラ

ストラクチャーの統合があります。 

このテクニカルドキュメントは、新しいインフラストラクチャーを導入すること

なく、 PRIMERGY にストレージシステムを iSCSI 接続することで、SAN を低コ

ストで導入することができるのかどうか疑問を持っている人向けに作成されまし

た。 

このドキュメントでは、従来のオペレーティングシステムデータストレージの代替方法である iSCSI ブート

の概要についても説明します。iSCSI ブートでは、オペレーティングシステムファイルは、ローカルのサー

バハードディスクではなく（ローカルブート）、リモートの中央ストレージシステムにあります。 

 

目次 

はじめに ............................................................................................................................................................. 2 

iSCSI アーキテクチャー ..................................................................................................................................... 3 

iSCSI スループット ............................................................................................................................................ 5 

iSCSI ブート ....................................................................................................................................................... 9 

測定環境 ........................................................................................................................................................... 15 

結論 .................................................................................................................................................................. 17 

関連資料 ........................................................................................................................................................... 18 

お問い合わせ先 ................................................................................................................................................ 18 

パフォーマンスレポート 

iSCSI および iSCSI ブート 

 

 バージョン 1.1 

  2008 年 11 月 

 
 
 
 
 
 
 

 ページ数 18  



 ホワイトペーパー  パフォーマンスレポート | iSCSI および iSCSI ブート バージョン：1.1、2008 年 11 月 

 © Fujitsu Technology Solutions 2009 2/18 ページ 

 

 

 
 

はじめに 

IT の運用コストを削減するための統合の一環として、サーバおよびストレージシステムを統合して、効率的

かつ有効に利用、管理できるユニットを構築する方法があります。それは、よく知られている DAS（Direct 

Attached Storage：ダイレクトアタッチドストレージ）システムではなく、SAN（Storage Area Network ：

ストレージエリアネットワーク）と呼ばれるシステムで使用される機会も増えています。SAN を使用すれば、

SCSI の物理的な制限と、ケーブルが原因でサーバとストレージサブシステムを 1対１のセットで割り当てな

ければならないという制約の両方から解放されます。中でも完全に独立したインフラストラクチャーである

ファイバーチャネル（FC）に加えて、「インターネット SCSI」（iSCSI）の重要性が増しています。iSCSI は、

IETF（Internet Engineering Task Force）によって RFC3270 として提示されています。このコンセプトの背

景には、ストレージシステムをサーバから解放し、ネットワーク内の独立したユニットとして 1 台または複

数のサーバで使用できるようにするという意図があります。逆に、サーバが複数のストレージユニットにア

クセスすることも可能です。ほとんどの NAS（Network Attached Storage：ネットワークアタッチドストレ

ージ）製品では、LAN を使用して Microsoft のプロトコル、SMB（Server Message Block：サーバメッセー

ジブロック）または CIFS（Common Internet File System：コモンインターネットファイルシステム）や、

UNIX/Linux の NFS（Network File System：ネットワークファイルシステム）を提供するのに対し、iSCSI お

よびファイバーチャネルでは、ブロックデバイスが使用できます。一部のアプリケーションでは、データス

トレージのためにブロックデバイスインターフェースが必要ですが、このインターフェースでは、アプリケ

ーションは、直接接続されたストレージシステムにアクセスしようと、データがネットワーク内の「どこか」

に格納されていようと、影響を受けることがありません。 

独自のコントローラー、ケーブル、スイッチを使用する上に、独自の管理を必要とする特殊なインフラスト

ラクチャーであるファイバーチャネルとは異なり、iSCSI は TCP/IP のインフラストラクチャー「IP-SAN」

にアクセスします。既存のインフラストラクチャーを使用するため、iSCSI の導入コストは、ファイバーチ

ャネルの環境よりも低く抑えることができます。また、iSCSI は、長距離間の接続に特に適してします。FC-SAN 

および IP-SAN は単なる代替インフラストラクチャーではありません。なぜなら、上で述べたように、FC-SAN 

にリモートの事業部、部門、支社を接続するコストは、iSCSI を使用すれば低くすませることができるため

です。 

多くの顧客が強力な SAN システムを導入してはいるものの、SAN システムが利用されるのは、一般的にア

プリケーションデータ用だけで、SAN システム自体をサーバオペレーティングシステムとして、また一時的

なデータ用として使用することはあまりありません。多くの場合、ローカルサーバのハードディスクからサ

ーバオペレーティングシステムをブートするという標準的なスタイルは変わっていません。アプリケーショ

ンのデータは SAN 内に保存され、オペレーティングシステムのデータはその都度ローカルのサーバに保存さ

れます。さらにサーバおよびハードディスクを完全に分離することで、IT コストを大幅に減らすことができ

るのです。 

この方式のメリットは明らかです。ハードディスクは、可動部分があるためエラーが発生しやすいのですが、

これを 1 つのインフラストラクチャーに統合することで、さまざまな種類の RAID コントローラーや、接続

技術（PATA、SATA、SCSI、SAS など）、ハードディスクから生じる複雑さを軽減することができます。

集中ストレージシステムにより、標準化されたインフラストラクチャーが提供され、リソースを有効利用し

てメンテナンスおよびスペアパーツのストレージを簡素化することができます。その結果、高可用性を実現

できます。 

サーバとストレージシステムの統合（リソースの統合など）の基本的な考えを完全に実行するには、SAN ブ

ートの実現が欠かせません。集中管理や拡張ストレージ機能（データ複製やスナップショットなどで、これ

らは既に必要なインフラストラクチャーをもっています）へのニーズがありますが、これらの要求を満たす

サーバインストールとして、このブート方法は最も適したものです。エンタープライズ 環境での運用のため

に設計された最新の PRIMERGY は、ネットワークを介したブートのための機能をすべて備えているため、

追加コストなしで、「リモートブート」ソリューションを実装することができます。 
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iSCSI アーキテクチャー 

iSCSI プロトコルでは、TCP/IP プロトコルを使用し、イーサネットを介して SCSI 要求およびデータ転送を

することができます。通信の送信元のサーバは「イニシエーター」と呼ばれ、 通信の送信先のストレージシ

ステムは「ターゲット」と呼ばれます。 

iSCSI イニシエーター 

iSCSI イニシエーターの役割は、1 台または複数の iSCSI ターゲットと通信して、ターゲットから提示され

た iSCSI デバイスをサーバに対してローカルな SCSI デバイスとして見えるようにすることです。通信には、

ネットワークパッケージでラップされた SCSI パッケージの送受信が含まれます。iSCSI イニシエーターは、

ソフトウェアソリューションとして、または専用ハードウェアコンポーネントとして実装できます。 

ソフトウェアイニシエーターは、現在のすべてのオペレーティングシステムに使用できます。ソフトウェア

イニシエーター導入のメリットの 1 つは、既存のインフラストラクチャーを使用できる可能性がある点です。

ただし、既存のインフラストラクチャーを使用できるかどうかは、既存のネットワークに十分なリソース（特

に帯域幅）があるかどうかによって決まります。したがって、ストレージシステムへの iSCSI 接続に帯域幅

のすべてを必要とする場合は、既存のネットワークを使用せずに別のネットワークを使用するか、既存のネ

ットワークをアップグレードします。接続されているストレージシステムも、要求されるパフォーマンスレ

ベルを満たしている場合は、iSCSI 接続のパフォーマンス（スループットなど）は、ネットワークインフラ

ストラクチャーのパフォーマンスに比例して向上します。追加コストが発生しますが、パフォーマンスだけ

でなくセキュリティ上の理由から、iSCSI には別のネットワークを使用することをお勧めします。 

ハードウェアイニシエーターは、特殊な「iSCSI HBA（Host Bus Adapter：ホストバスアダプター）」です。

これを利用するためには、このコントローラーの導入、独自の IP アドレスの用意とネットワークへの適切な

接続が必要です。このような iSCSI コントローラーの投資コストは、ファイバーチャネルコントローラーと

大きく変わりません。つまり、ファイバーチャネルに対してコストが低いという iSCSI のメリットの 1 つは、

これで帳消しになりました。さらに、iSCSI を一般的なネットワークにも使用することはできません。 

ソフトウェアおよびハードウェアの実装形式に関係なく、サーバオペレーティングシステムの iSCSI イニシ

エーターは、SCSI アダプターとして認識され、表示されます。 

現在のイーサネットコントローラーのブートをサポートしている SW イニシエーターまたは iSCSI のHBA が

導入されている場合、現在の PRIMERGY サーバは、iSCSI を介してブートすることが出来ます。SW イニシ

エーターを使用している場合、ブートプロセス中のイニシエーターの役割は、イーサネットコントローラー

に引き継がれます。 

iSCSI ターゲット 

iSCSI 機能を持ったストレージシステムは、iSCSI ターゲットの役割を果たします。iSCSI ターゲットの役割

は、1 台または複数の iSCSI イニシエーターと通信することと、ストレージシステムで LUN（Logical Unit 

Number：ロジカルユニットナンバー）またはボリュームとしてマッピングされる、いわゆる iSCSI デバイス

を仮想ハードディスク（イメージ）として扱えるようにすることです。 

サーバ内のイニシエーターと同様、iSCSI ターゲットを TCP/IP ネットワークに接続するためにはソフトウェ

アおよびハードウェアソリューションが利用できます。ハードウェアソリューションには、「ネイティブ」

iSCSI インターフェースを使用したストレージシステムが含まれています。ソフトウェアソリューションは、

オペレーティングシステムサービスが実行されている 2 台目のサーバを使用して、このサーバに接続されて

いるストレージシステムと TCP/IP 間の通信を行います。ソフトウェアターゲットは、現在のすべてのオペ

レーティングシステムに使用できます。 

使用されている接続のタイプはイニシエーターに対して透過的であり、特に重要性はありません。ストレー

ジシステム自体は、標準の RAID 構成を使用して保護されています。 
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iSCSI のセキュリティ 

ファイバーチャネルとは異なり、iSCSI は、接続されたクライアントワークステーションと同じネットワー

クで稼働する可能性があるので、尐なくとも理論上は、ストレージデータへの不正アクセスが発生するリス

クがあります。ネットワークを介して処理されるストレージアクセスへのスパイ行為を防止するために、IPSec

（Internet Protocol Security：インターネットプロトコルセキュリティ）による IP パッケージの暗号化やホ

スト認証などのセキュリティメカニズムを使用できます。ソフトウェアイニシエーターまたはターゲットを

使用している場合は、オペレーティングシステムに既存のメカニズムが使用されます。ハードウェアイニシ

エーターまたはターゲットを使用している場合は、HBA で使用可能なメカニズムを使用する必要があります。 

ネットワークトラフィック全体を暗号化する以外にも、ストレージシステムへのアクセスに別のネットワー

クを使用したり、仮想ネットワーク（VLAN）を使用する方法で、データへの不正アクセスを防止することが

できます。 

PRIMERGY サーバと iSCSI 

富士通テクノロジー・ソリューションズ では、パフォーマンスと信頼性に優れた LAN 接続が可能な Broadcom 

および Intel のネットワークコントローラーを提供しており、PRIMERGY と接続して iSCSI 接続を実装する

ことができます。BIOS が統合されているので、「Broadcom NetXtreme」および「Intel PRO/1000」ファミ

リーの LAN コントローラーは、ブートフェーズから iSCSI 接続をサポートしています。このネットワークコ

ントローラーに搭載されているすべての PRIMERGY は、標準で、iSCSI を介してブートすることができま

す。 

富士通テクノロジー・ソリューションズ では、iSCSI 接続に対応した FibreCAT シリーズのストレージシス

テムを提供しています。RAID 機能により、高レベルのシステムの信頼性およびパフォーマンスが達成されて

います。FibreCAT シリーズのスナップショット、クローン、データ複製といった技術によりセキュリティが

向上し、これにより、データの集中保管や「リモートブート」用のオペレーティングシステムファイルを格

納しておくのに非常に適したシステムになります。 
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iSCSI スループット 

iSCSI を介したブートプロセスを具体的に分析する前に、このセクションでは、iSCSI のパフォーマンスの全

体像を得るために、ストレージシステム接続の一般的なパフォーマンスについて説明します。そのために、

各種 PRIMERGY のスループットデータが、異なるストレージシステム接続ごとに示されています。 

測定には、次の PRIMERGY が使用されました。 

 ブレードサーバ PRIMERGY BX620 S4 

 ラックサーバ PRIMERGY RX300 S4 

 タワーサーバ PRIMERGY TX200 S4 

全システムに、Windows Server 2003 Enterprise Edition がインストールされています。ローカル（内蔵）ハ

ードディスクは、LSI MegaRAID 1068 または 1078 SAS コントローラーを使用して動作します。全システム

で、「Broadcom NetXtreme GigE」（5708C または 5715S チップ搭載）タイプの「オンボード」LAN コン

トローラーを使用しています。ストレージシステムの接続には別のネットワークが提供され、ネットワーク

パッケージは暗号化されません。 

ストレージシステムは、SAS コントローラー、ファイバーチャネル、または iSCSI 経由で直接接続されてい

ます。サーバと iSCSI ストレージシステムの接続には、Microsoft ソフトウェアイニシエーターのブートバー

ジョンが使用されました。 

使用されているストレージシステムは次のとおりです。 

 Direct Attached Storage システム用の FibreCAT SX40（DAS、3 Gb/s） 

 ファイバーチャネルストレージシステム用の FibreCAT SX80（FC、4 Gb/s） 

 iSCSI ストレージシステム用の FibreCAT NX40 S4（iSCSI、1 Gb/s） 

ストレージシステムでは、適切なサイズとなるよう 12 台のハードディスクを使用し、このシナリオでは一般

的な 2 つの RAID 5 ハードディスクアレイとして構成しています。サーバのデータスループット、応答時間、

CPU 負荷が、さまざまなアクセスパターンやブロックサイズで測定されています。 

データスループット 

次のグラフは、ストレージシステム接続の種類（ DAS、FC、iSCSI ）ごとのデータスループットを、「シ

ーケンシャルリード」、「シーケンシャルライト」、「ランダム 67 ％リード」のアクセスパターンと、アプ

リケーションで主に使用されているブロックサイズ、4、8、 64 KB で測定した結果を示しています。 
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シーケンシャルアクセスを使用したスループットは、DAS で最も高く、iSCSI で最も低いことがわかります。

ランダムアクセスを使用した場合の違いは無視できます。専用の 1-GbE 接続を使用した場合で、メディアを

読み取り専用または書き込み専用のどちらか一方向でしか使用しないときは、iSCSI の最大スループットは

約 117 MB/s に制限されます。双方向の処理、つまり読み取りと書き込みの両方でアクセスできる場合は、

1-GbE 接続の最大スループットは約 170 MB/s になります。並列で 2 つの 1-GbE 接続を使用すると、スルー

プットはほぼ 2 倍になります。これは、他のリソースがボトルネックになるまでスケールできます。 

応答時間 

データスループットに加え、アプリケーションの応答時間で示される、ストレージサブシステムの遅延時間

は、重要な測定値です。 

応答時間は、すべての接続タイプおよびアクセスパターンで 7 ミリ秒未満というすばらしい値でした。ただ

し、応答時間は、「保留 I/O」を介して測定プログラム Iometer によって 3 に設定されているキューの長さに

よっても決まるので、注意が必要です。キューの長さが長いほど、コントローラーを通じてより高いレベル

の並列処理および最適化オプションが利用可能になります。これにより、通常、ハードウェアをより有効に

利用することができ、スループットが向上します。同時に、応答時間は、I/O 要求がキュー内にある時間によ

っても増加します。 

平均応答時間（「avg Resp Time」）を見ると、応答時間は、シーケンシャルリード／ライトにおいて DAS で

最も短く、iSCSI で最も長くなっています。 

 

ランダムアクセスでは、位置決めプロセスが原因で、シーケンシャルアクセスよりも応答時間が長くなりま

す。これは、すべての接続タイプで明らかで、FC の応答時間が一番短く、DAS と iSCSI がそれぞれ最も長

くなります。 

iSCSI で応答時間が一番長いのは、使用されている接続スピードが遅いためです。転送速度は、SAS インタ

ーフェースで 3 Gb/s、FC インターフェースで 4 Gb/s ですが、イーサネット接続では 1 Gb/s に制限されて

います。ただし、1-GbE 接続を介した iSCSI 接続では、ほとんどのアプリケーションに 10 ミリ秒以内に応

答しているので、応答時間に関しては問題がないことがわかります。 
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CPU 負荷 

データスループットと遅延時間の他に、CPU 負荷の測定値も重要です。この値は、単独で評価することも、

接続タイプの有効性を示すデータスループットと関連付けて評価することもできます。次に示した値は、ク

ロック周波数が 3.0 GHz の 2 つのクアッドコア CPU を使用した値です。 

各種アクセスパターンの CPU 負荷を見てみると、ディスク I/O の最大負荷が Iometer によって生成された場

合、どの接続タイプでも、必要な CPU リソースは 10 ％未満です。最近のプロセッサなら、この追加の負荷

を適切に処理できるはずです。これらの測定値から、iSCSI がシステムに与える負荷は、FC よりも低いこと

がわかります。理由は、iSCSI のスループットの方が低いためです。ランダムアクセスの CPU 負荷は、DAS 

で最低、FC で最高になります。 

 

シーケンシャルライトの CPU 負荷は、DAS で最高、iSCSI で最低になります。シーケンシャルリードの CPU 

負荷は、4 KB および 64 KB ブロックを使用した場合は DAS 、8 KB ブロックを使用した場合には iSCSI で

最低になります。 

CPU 負荷に関しては、1-GbE 接続を介した iSCSI 接続では問題にならないことが、比較からわかります。 
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次のグラフは、I/O 動作あたりの CPU 負荷を示しています。値は、3 ％未満の範囲内にありますが、ランダ

ムアクセスの FC の場合に負荷が比較的高いことがわかります。 

 

シーケンシャルリードの CPU 負荷は、DAS で最低、iSCSI で最高になります。一方、シーケンシャルライ

トおよびランダムアクセスについては、FC の CPU 負荷の方が iSCSI および DAS よりも高くなります。 

次のグラフは、各種ストレージシステム接続タイプの CPU 利用の効率を違う角度から示したもので、CPU 負

荷率あたりの I/O 動作回数を使用しました。CPU 利用の効率のレベルが DAS で最も高いことは一目瞭然で

す。 

 

シーケンシャルライトまたはランダムアクセスでは、iSCSI 接続の CPU 有効性の方が FC よりも高いことが

わかります。FC の値が iSCSI より高いのは、シーケンシャルリードだけです。 
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iSCSI ブート 

ブートプロセスは、コンピュータのメインメモリにオペレーティングシステムをロードすることを意味しま

す。コンピュータの電源を入れると、最初のステップとして BIOS（Basic Input Output System）が初期化さ

れます。適切な構成の後、BIOS は、ブート可能なデバイスを定義し、そのシーケンスを規定する情報を得ま

す。例えば、ハードディスク、フロッピーディスク、光ディスクドライブ、USB デバイス、独自の BIOS を

持つ I/O カードなどのデバイスです。ブートデバイスも、これらのコントローラーに対して定義することが

できます。このため、ネットワークを介してブートプロセスを開始することができます。SAN ブートとは、

FC または iSCSI 接続を介したサーバのブートプロセスのことです。 

ローカルブート 

従来のブートプロセスとして扱われている「ローカルブート」と呼ばれるプロセスは、オペレーティングシ

ステムをローカルの媒体からロードして起動します。ローカルブートは、現在、最も一般的に使用されてい

るプロセスです。 

ローカルブートの特徴： 

 ブートデバイスを集中管理することはできません。RAID コントローラーや、接続技術（PATA、SATA、

SCSI、SAS）、ハードディスクの多様性が原因で複雑さ増すためです。 

 バックアップおよびリストアは、各サーバにローカルに接続されたテープドライブ経由、またはネッ

トワーク経由でしか処理できません。 

 サーバ内のローカルハードディスクは電源を必要とするため、大規模な電源供給ユニットが必要とな

り、その結果サーバで膨大な熱が発生します。これにより、大きなファンが多数必要になり、サーバ

筐体のフォームファクターとサイズにマイナスの影響を与えます。 

 設定は比較的簡単です。 

SAN ブート（ファイバーチャネルと iSCSI） 

SAN ブートでは、サーバのブートデバイスは SAN 内にあります。アクセスは、HBA を介して行われます。

HBA は、ファイバーチャネルまたはネットワーク技術をベースにしており、ブートプロセス中に SAN 内の

デバイスへのアクセスを許可する独自の BIOS が必要です。 

SAN ブートの特徴： 

 ローカルハードディスクは必要ないので、より経済的で小規模なサーバを利用することができます。

消費電力と放熱量が減るため、よりコスト効率の高い方法でデータセンターを実現することができま

す。 

 ブートデバイスの集中管理。さまざまな RAID コントローラーおよび接続技術を同時に使用すること

なく、管理できます。これには集中バックアップを行うことも含まれます。 

 ブートデバイスは、SAN で通常使用されるシステムの信頼性向上のための対策がもたらすメリット

を受けることができます。 

 設定は比較的複雑です。 

PXE ブート 

この方法は、シンクライアントをブートしたり、ネットワークリソースを活用してサーバのローカルハード

ディスクにオペレーティングシステムをインストールする場合にしか通常使用されないため、ここではこれ

以上説明しません。 
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ブート時間 

このセクションでは、「ローカルブート」と「リモートブート」のブート時間を比較します。ここでは、シ

ステムを比較するのではなく、システムごとにローカルブートと iSCSI ブートを比較します。比較はさらに、

Broadcom と Intel LAN アダプター間、および 32 ビットオペレーティングシステムと 64 ビットオペレーテ

ィングシステム間で行われました。 

測定には、次の PRIMERGY が使用されました。 

 ブレードサーバ PRIMERGY BX620 S4 

 ラックサーバ PRIMERGY RX300 S4 

 タワーサーバ PRIMERGY TX200 S4 

全システムに、Windows Server 2003 Enterprise Edition がインストールされています。ローカル（内蔵）ハ

ードディスクは、LSI MegaRAID 1068 または 1078 SAS コントローラーを使用して動作します。回転数 10 krpm 

の SAS ディスクまたは 7200 rpm の SATA ディスクは、オペレーティングシステムで発生するデータアクセ

スの量には十分です。 

全システムで、「Broadcom NetXtreme GigE」（5708C または 5715S チップ搭載）タイプの「オンボード」

LAN コントローラーを使用しています。また、「Intel PRO/1000 PT Quad Port LP」サーバアダプターは、

Broadcom と Intel 間の比較に使用されます。 

ブート時間とは、F12 を使用してアクセスできるブートメニューの開始から、Windows ログイン画面が表示

されるまでのことです。システムの電源スイッチを入れたときからブートメニューが表示されるまでの時間

は、システムやハードウェア構成によって異なるので、ブート時間には含まれませんが、このプロセスにか

かる時間は同一システム内ではどの接続タイプでも同じです。この「プリブート」時間は、BMC（Board 

Management Controller：ボードマネージメントコントローラー）および BIOS と既存のコントローラーの初

期化作業によって決まります。測定したシステムのプリブート時間は、60～80 秒です。 

ローカルブートの時間は、ストップウォッチを使用して測定しました。iSCSI ブート時間も、ストップウォ

ッチを使用して手動で測定されましたが、FibreCAT NX40 S4 のディスクスループットのパフォーマンスモ

ニタログによって補完されています。転送されるデータ量と時間ごとの配分は、このログから判断します。 
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ローカルブートと iSCSI ブートの比較 

次のグラフは、iSCSIブートはローカルブートよりも時間がかかるという予測が正しいことを示しています。 

 

iSCSI ブートは、ローカルブートよりも 1.3～1.9 倍長くかかります。測定された最長ブート時間は約 80 秒

です。サーバのブートプロセスは通常のアプリケーションの一部ではないため、許容範囲内のように思われ

ます。各種 PRIMERGY でのローカルブートとのブート時間の違いは、ハードウェアが異なること、および

それらのハードウェアの検出、さらにさまざまな大容量データを扱うことに起因します。 

10 krpm SAS ディスクからの PRIMERGY BX620 S4 のローカルブートでは、ブートメニューの終了からロ

グインプロンプトの表示までのブート時間は約 34 秒です。FibreCAT NX40 S4 からの PRIMERGY BX620 S4 

の iSCSI ブートには、約 51 秒かかります。次のグラフが示すように、約 90 MB のデータがこの目的で転送

され、17 秒のディスクアクティビティのうち 97 ％が読み取り要求になります。ブロックサイズは、4～16 KB 

の範囲です。片方向で 1 秒あたり約 117 MB を管理できる 1-GbE 接続が使用されている場合は、データ転送

量と配分は問題になりません。理論的には、約 50 のブートプロセスを 50 秒で並行起動できます。 
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10 krpm SAS ディスクからの PRIMERGY RX300 S4 のローカルブートには、約 47 秒かかります。FibreCAT 

NX40 S4 からの PRIMERGY BX300 S4 の iSCSI ブートには、約 62 秒かかります。上のグラフが示すよう

に、FibreCAT NX40 S4 はこの目的のために約 105 MB のデータを供給する必要があり、18 秒のディスクア

クティビティになります。 

7200 rpm SATA ハードディスクからの PRIMERGY TX200 S4 のローカルブートには、約 42 秒かかり、

FibreCAT NX40 S4 からの iSCSI ブートには約 81 秒かかります。上のグラフが示すように、FibreCAT NX40 S4 

はこの目的のために約 105 MB のデータを供給する必要があり、20 秒のディスクアクティビティになります。

その他のシステムと比べ、この PRIMERGY では、最初のディスクアクティビティの後の「思考時間」が長

くなります。 

1-GbE 接続が使用されているときは、データの転送量と時間ごとの配分は問題になりません。理論的には、

約 50 のブートプロセスを 50 秒で並行起動できます。 
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Windows Server 2003 の 32 ビット版と 64 ビット版の比較 

32 ビット版のWindows Server 2003を、64 ビット版と比較すると、64 ビット版のローカルブートおよび iSCSI 

ブートの方が、多尐長くかかります。これは、データ量が増えることと、64 ビットブートローダーのハード

ウェア検出に起因します。 

 

32 ビット版のローカルブートには、約 34 秒かかります。32 ビット版の iSCSI ブートには、約 51 秒かかり

ます。次のグラフが示すように、FibreCAT NX40 S4 はこの目的のために約 90 MB のデータを供給する必要

があり、17 秒のディスクアクティビティになります。 

 

64 ビット版のローカルブートには、約 49 秒かかります。64 ビット版の iSCSI ブートには、約 66 秒かかり

ます。上のグラフが示すように、FibreCAT NX40 S4 はこの目的のために約 133 MB のデータを供給する必

要があり、30 秒のディスクアクティビティになります。 

1-GbE 接続が使用されているときは、観察されたデータの転送量と時間ごとの配分は問題になりません。 
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Broadcom と Intel の LAN アダプターの比較 

Broadcom と Intel の LAN アダプターのブート時間を比較すると、差異はわずかで、事実上変わりません。 

Broadcom LAN アダプターを使用した iSCSI ブートには、約 81 秒かかります。次のグラフが示すように、

FibreCAT NX40 S4 はこの目的のために約 80 MB のデータを供給する必要があり、20 秒のディスクアクティ

ビティになります。 

Intel LAN アダプターを使用した iSCSI ブートには、約 79 秒かかります。上のグラフが示すように、FibreCAT 

NX40 S4 はこの目的のために約 96 MB のデータを供給する必要があり、40 秒のディスクアクティビティに

なります。ここで顕著なのは、初期ディスクアクティビティのスループットが低い点です。代わりに、その

後の「思考時間」は短くなります。2 つのアダプターの、使用されるデータ量と時間が違うのは、ブートフ

ェーズが始まる時点では、コントローラーが iSCSI イニシエーターの役割を担っているためです。ブートプ

ロセスの進行中、この役割は、ロードされたオペレーティングシステムの iSCSI イニシエーターソフトウェ

アに移されます。これが実行されるタイミングを外から正確に検出することはできません。ブートプロセス

後は、ドライバソフトウェアを読み込んで、「通常」動作用に初期化する必要があります。1-GbE 接続が使

用されているときは、データの転送量と時間ごとの配分は問題になりません。 
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測定環境 

このドキュメントで示した測定結果は、下記のハードウェアとソフトウェアのコンポーネントを使用して得

たものです。 

 PRIMERGY BX620 S4 2 × クアッドコア 2.83 GHz、 1 × SAS ディスク 36 GB 10 krpm 

 PRIMERGY RX300 S4 2 × クアッドコア 3 GHz、 1 × SAS ディスク 36 GB 10 krpm 

 PRIMERGY TX200 S4 2 × デュアルコア 3 GHz、 1 × SATA ディスク 150 GB 7.2 krpm 

 FibreCAT SX40 Direct Attached Storage システム用（DAS、3 Gb/s） 

 FibreCAT SX80 ファイバーチャネルストレージシステム用（FC、4 Gb/s） 

 FibreCAT NX40 S4 iSCSI ストレージシステム（iSCSI、1 Gb/s） 

測定の際、ストレージシステムは、SAS コントローラー、ファイバーチャネル、または iSCSI を介して直接

接続されていました。サーバと iSCSI ストレージシステムの接続には、Microsoft ソフトウェアイニシエータ

ーのブートバージョンが使用されました。 

ストレージシステムがパフォーマンスのボトルネックにならないようにするために、実行した測定に対して

適切なサイズとなるよう 12 台のハードディスクを使用し、このシナリオでは一般的な 2 つの RAID 5 ハード

ディスクアレイとして構成しました。データスループット、応答時間、サーバの CPU 負荷が、さまざまなア

クセスパターンやブロックサイズで測定されました。 

Iometer は、ハードディスクのスループットの計測に使用される測定ツールです。 Iometer は、

http://SourceForge.net のプロジェクトであり、国際的な開発者グループによって強化され、さまざまなプラ

ットフォームに移植されています。このプログラムパッケージは、Windows のグラフィカルユーザーインタ

ーフェースとさまざまなプラットフォームで利用できる、いわゆる「dynamo」で構成されています。これら 

2 つのコンポーネントは http://www.iometer.org/ または http://sourceforge.net/projects/iometer から「インテ

ルオープンソースライセンス」でダウンロードできます。 

Iometer は、ストレージシステムへのアクセスについて実際のアプリケーションの動作を再現することができ

ます。このため、特に、使用するブロックサイズ、シーケンシャルリード／ライト、ランダムリード／ライ

ト、およびこれらの組み合わせなど、アクセスの種類を構成できます。その結果、Iometer はそれぞれのアク

セスパターンに対する「1 秒あたりのスループット」、「1 秒あたりのトランザクション」、「各アクセスパ

ターンの平均応答時間」などの基本的なパラメーターを含むカンマ区切り（.csv）テキストファイルを生成

します。この方法により、さまざまなストレージシステムの性能を確認することができますが、このドキュ

メントの目的である、サーバへのさまざまな接続タイプの性能も確認することができます。 

さらに、Windows オペレーティングシステムの一部であるパフォーマンスモニタが、測定ツールとして使用

されました。これにより、追加のパフォーマンスデータを得ることができました。 

http://sourceforge.net/
http://www.iometer.org/
http://sourceforge.net/projects/iometer
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使用されているコンポーネントの表： 

ブレードサーバ PRIMERGY BX620 S4 

BIOS 08.00.12 Rev.3A25.2571, 02/01/2008 

CPU タイプ 2 × クアッドコア Intel Xeon E5440、2.83 GHz 

メモリ 4 × 2 GB DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM 

ディスクコントローラー LSI adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068 -StorPort 

ディスクドライバ lsi_sas.sys, 1.27.3.0 

ハードディスク SAS、2.5 インチ、10 krpm Seagate ST936701SS、36 GB 

LAN コントローラー Broadcom NetXtreme BCM 5715S 

オペレーティングシステム Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2 

iSCSI イニシエーター Microsoft iSCSI Initiator Service バージョン 5.2.3790.3273 

測定ツール Iometer 2006.07.27 

ラックサーバ PRIMERGY RX300 S4 

BIOS Phoenix 4.06 Rev.1.01.2519, 2/5/2008 

CPU タイプ 2 × クアッドコア Intel Xeon X5365、3 GHz 

メモリ 4 × 1 GB DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM 

ディスクコントローラー RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 

ディスクドライバ msas2k3.sys, 2.20.0.32 

ハードディスク SAS、2.5 インチ、10 krpm Seagate ST936701SS、36 GB 

LAN コントローラー Broadcom NetXtreme BCM 5708C 

オペレーティングシステム Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2 

iSCSI イニシエーター Microsoft iSCSI Initiator Service バージョン 5.2.3790.3273 

測定ツール Iometer 2006.07.27 

タワーサーバ PRIMERGY TX200 S4 

BIOS Phoenix 4.06 Rev.1.01.2509, 2/5/2008 

CPU タイプ 2 × デュアルコア Intel Xeon X5160、3 GHz 

メモリ 8 × 512 MB DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM 

ディスクコントローラー RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 

ディスクドライバ msas2k3.sys, 2.20.0.32 

ハードディスク SATA、3.5 インチ、7.2 

krpm 

Seagate ST3160812AS、160 GB 

LAN コントローラー Broadcom NetXtreme BCM 5708C 

Intel PRO/1000 PT Quad Port LP Server Adapter 

オペレーティングシステム Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2 

iSCSI イニシエーター Microsoft iSCSI Initiator Service バージョン 5.2.3790.3273 

測定ツール Iometer 2006.07.27 

ストレージシステム  

 FibreCAT NX40 S4、12 × HD SAS、3.5 インチ、15 krpm、
146 GB 

 FibreCAT SX80、12 × HD SAS、3.5 インチ、15 krpm、146 GB 

 FibreCAT SX40、12 × HD SAS、3.5 インチ、15 krpm、146 GB 
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結論 

システム負荷が、許容範囲の上限に達することなく、また、1-GbE 接続のスループットも制限（1 秒あたり

約 117 MB）の許容範囲内であれば、パフォーマンスの点からは、今回使用したソフトウェアイニシエータ

ーによる iSCSI は、他の接続タイプの代替方法として使用できると言えます。 

10-GbE 接続を使用すれば、スループットは間違いなく現在の上限を超えます。接続タイプに関係なく、ス

トレージシステムが、アプリケーションで求められる I/O 速度に対して適切かどうか（RAID 構成やディスク

の回転数など）を確認する必要があります。 

SAN ブート（この場合は iSCSI ブート）のメリットは、ブートメディアを集中管理するオプションがある点

です。これと比べ、ブートプロセスの時間は重要ではありません。ほぼ 24 時間 365 日使用可能なサーバで

は、メンテナンスによって発生するブートプロセスの時間が許容範囲内であれば、ブート時間が果たすのは

付随的な役割にすぎません。また、ブート時間に与える影響としては、ロードされるデータの転送時間の影

響は二次的なもので、ブートローダの「思考時間」（ハードディスクの検出などに要する時間）が決定的な

要因となります。もちろん、この時間は、「ローカルブート」でも発生します。1-GbE 接続が使用されてい

るときは、観察されたデータの転送量と時間ごとの配分は問題になりません。理論的には、約 50 のブートプ

ロセスを、計測されたブート時間 50 秒で並行起動できます。 

Microsoft iSCSI ソフトウェアイニシエーターを使用した Windows Server 2003 では、一時的なオペレーティ

ングシステムデータ（ページファイル）用にローカルハードディスクを接続することをお勧めします。オペ

レーティングシステムから「リモート」システムファイルへのアクセスは、測定された最大スループット値

からすると、重要ではありません。 
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納品までの時間は在庫状況によって異なります。技術仕様は予告なく変更さ

れることがあります。誤記脱漏は随時訂正されます。 

示しているすべての販売条件は（TC）ユーロでの希望価格で VAT を除く価

格です（別途記載ない限り）。ハードウェアおよびソフトウェアの名前はす

べて、それぞれの所有者のブランド名または商標です。 
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