
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要約 

ターミナルサーバは、幅広い IT インフラストラクチャーにおいてサーバベー
スコンピューティングの一形態として定着しています。このホワイトペーパー
では、1台のPRIMERGY で構成されたターミナルサーバにおいて、適切
なパフォーマンスが得られる最大ユーザー数について検討します。目的
とするところは、要求されるパフォーマンスレベルを満たす PRIMERGY モデルを特
定することです。ターミナルサーバの測定についての全般的な説明の後に、PRIMERGY 

のサイジングに使用するシミュレーションツール（T4US）を紹介します。ターミナルサー
バのパフォーマンスに影響するコンポーネントについても詳細を説明し、その後に過去
と現在の PRIMERGY の差異について、ターミナルサーバとしてのパフォーマンス
の観点から説明します。サイジングには常にお客様固有の側面があるため、便利な分析ツール
とボトルネック分析については一般的な概要について説明します。最後に、他社の測定ツールについ
ても簡単に説明します。 
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はじめに 

PRIMERGY 

1995 年以来、「PRIMERGY」は、富士通テクノロジー・ソリューションズが提供する代表的な業界標準サー

バの製品名として使用されています。PRIMERGY は、富士通テクノロジー・ソリューションズによって開発、

製造されており、小規模ワークグループから大企業向けソリューションにまで対応できる製品ラインとなっ

ています。経済的なシングルソケットのエントリレベルのサーバに加え、ラック型およびタワー型の高性能

なデュアルソケットサーバから、マルチソケットサーバ、ブレードサーバまでを取り揃えています。システ

ムの中核には、最高性能クラスの Intel 製プロセッサが使用されています。現在のシステムの詳細については、

富士通テクノロジー・ソリューションズのインターネットサイトを参照してください。 

 

サーバベースコンピューティング 

Windows ターミナルサーバ 

ターミナルサーバとは、Microsoft Windows Server オペレーティングシステムを基盤としたサーバベースコン

ピューティングの一形態です。 

古典的なサーバベースコンピューティングの

アーキテクチャーでは、Microsoft Windows ク

ライアントアプリケーションは、全てサーバ

にインストールされ、サーバで実行されます。

アプリケーションの管理をサーバから行うだ

けでなく、保守、設定、サポートもサーバで

直接実行します。クライアントとサーバ間で

転送されるのは、ディスプレイ、マウス、キー

ボード情報などのユーザーインターフェース

のみです。このようなターミナルサーバを使

用することで、ユーザーは、非 Windows ベー

スのクライアントを含む任意のクライアント

から Windows アプリケーションにアクセス

できます。個々のアプリケーションをクライ

アントに転送してから起動する必要はなく、

アプリケーションをローカルのマスストレージに保存する必要もありません。クライアントをサーバベース

でのみ使用するのであれば、従来のクライアントに比べてメモリやディスクに求められる要件も大幅に尐な

くなります。シンクライアントと呼ばれるのはこのためです。 

サーバベースコンピューティングの利点は、コスト削減です。これらは、サーバ負荷の最適化とアプリケー

ションの一元管理による高効率化の結果として得られます。 

原則的には、ターミナルサーバはあらゆる種類の

アプリケーションに使用できます。今まで簡単な

データ入力や要求処理に小型のコンピュータや端

末を使用していた場合は、ターミナルサーバを使

用して、最新のアプリケーションを既存の環境に

統合することができます。 

ターミナルサーバファームとは、「データストア」

と呼ばれる連結管理ユニットを持つ複数のターミ

ナルサーバのプールです。これらはまとめて管理

されます。ユーザーのサーバおよびアプリケー

ションへの割り当ては、静的に行ったり、または

負荷分散サーバファームではターミナルサーバの

負荷に応じて動的に行うことができます。 

http://www.primergy.com/
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ソリューション 

2000 年以来、サーバベースコンピューティングの概念は「ターミナルサービス」の名の下、Microsoft Windows 

2000 Server および Windows Server 2003 製品ラインのすべてのサーバ製品に組み込まれています。ターミ

ナルサービスは、Windows XP Professional 以降のクライアントオペレーティングシステムでも、「リモート

デスクトップ」の名前で一部機能を制限されたものを利用できます。このようにして、任意の Windows クラ

イアントからリモートシステムにアクセスし、完全にリモートシステムで実行されるアプリケーションを利

用できます。ターミナルサービスで使用されるプロトコルは、リモートデスクトッププロトコル（RDP）と

呼ばれます。ターミナルサービスは、現在のオペレーティングシステム Windows Server 2008 で「ターミナ

ルサービス」から「リモートデスクトップサービス」（RDS）に名称が変更されましたが、このホワイトペー

パーでは、便宜上、引き続き「ターミナルサービス」の名称を使用します。Windows Server 2008 のリモー

トデスクトップサービスは拡張され、ターミナルサーバアプリケーションの管理に影響する機能（RemoteApp）、

RemoteApp への Web アクセス（リモートデスクトップ Web アクセス）、およびインターネット経由のター

ミナルサービスへの安全なアクセス（リモートデスクトップゲートウェイ）が含まれています。 

ターミナルサーバの分野で大きな力を持っているのは、米国のソフトウェア会社の Citrix です。Citrix の主力

製品、「Citrix XenApp」（以前は「Citrix Presentation Server」、さらにその前は「Citrix Metaframe」という名

称）は、アプリケーションの仮想的な提供と管理を目的として、主に大規模サーバ環境で使用されています。

Citrix XenApp は、Microsoft Windows のターミナルサービスに基づいています。Citrix XenApp では、大規模

サーバファームの中央管理と監視の機能が追加拡張され、主な異種混在 環境をサポートしています。Microsoft 

ターミナルサーバとは異なり、Citrix では、クライアントとサーバ間のデータ転送に自社開発の効率的な ICA

（Independent Computing Architecture）プロトコルを使用しています。 

 

業界動向 

サーバベースコンピューティングに加えて、ここ数年の間に仮想化の概念が定着しました。 

ターミナルサーバソリューションと同様に、サーバ仮想化の役割は、物理サーバの稼働率を上げることや、

運用、保守、および管理コストを削減することです。 

ここでは、アプリケーション仮想化という言葉を、アプリケーションを環境から分離し、他のプログラムや

オペレーティングシステムとの競合を避けることで、様々な環境で実行できるようにするアプローチを指し

て使用します。Citrix のターミナルサーバソリューション「Citrix XenApp」では、アプリケーションストリー

ミングとアプリケーション分離の 2 つの機能を通してアプリケーション仮想化を実装しています。アプリケー

ションストリーミングを使用すると、アプリケーションをクライアントデバイスに転送し、クライアント上

の保護された分離環境で実行することができます。Microsoft のアプリケーション仮想化ソリューションは、

Windows ターミナルサーバとは別の独立した製品、「Microsoft Application Virtualization」（別名 App-V、旧名 

SoftGrid）に含まれています。 

ターミナルサーバソリューション導入の最大の障壁の 1 つは、すべてのユーザーに対して同一の作業環境イン

ターフェースとアプリケーションしか提供されないことです。従来の作業環境でユーザーが慣れ親しんでい

る完全な個別化は不可能です。これをデスクトップ仮想化で避けることができます。デスクトップ仮想化と

は、仮想化と従来のサーバベースコンピューティングの 2 つの概念の組み合わせで、VMware によって最初

に使われた用語「Virtual Desktop Infrastructure」（VDI）の概念に含まれています。 

仮想デスクトップ環境では、個々のユーザーのデスクトップがサーバの仮想マシン上で個別に「ホスト」さ

れます。したがって、各ユーザーは個別のデスクトップシステムを所有することになります。この仮想作業

環境には、RDP や ICA などのプロトコルでアクセスできます。従来のターミナルサーバ環境でもセッション

単位でユーザーにデスクトップを提供することは可能でしたが、従来の PC 作業環境では可能な個人設定の

オプションを適用することはできませんでした。VDI とターミナルサーバのどちらの概念がコストと機能の

点で優れており、どちらが定着するのかについての議論については、この文書の記述範囲を超えるため説明

しませんが、大きな関心を集めている問題です。 
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サイジング 

方法 

スケーリング、つまり、要求されるパフォーマンスに応じてシステムの規模を適切に変化させるプロセスに

は、大きく分けて 2 つの方法があります。 

 

スケールアップでは、高性能ハードウェア（特に演算処理のパフォーマンスとメインメモリ）を使用するこ

とで、ターミナルサーバのパフォーマンスを向上します。これは、管理可能な人数のユーザーにサービスを

提供する場合に適切なスケーリング方法です。このスケーリングプロセスでは、サーバシステムの最大パフォー

マンス、さらにソフトウェアアーキテクチャーによっても制限を受けます。メモリの制限によって最新のプ

ロセッサの演算処理パフォーマンスを完全に利用できないことがあります。特に 32 ビットの Windows オペ

レーティングシステムの場合にはこの制限を受けます。詳細については、「オペレーティングシステム」で説

明します。 

スケールアウトでは、多数のサーバを組み合わせて 1 つのグループを構成します。スケールアウトは 3 つに

分類することができます。 

1. 単なるサーバの集合 

「単なるサーバの集合」は、相互の接続が密ではないサーバの集合です。ここではターミナルサーバの集合に

なります。それらに対して、ユーザーグループまたはアプリケーションが専有で割り当てられます。ただし、

ターミナルサーバ間で情報の交換や負荷分散は行われません。このアーキテクチャーの利点は、非常に単純

な拡張性です。欠点は、自動的な負荷分散が行われないため、サーバの性能が発揮されないままになる可能

性があることです。各システムを個別に管理する必要があるため、管理費用は比較的高くなります。このタ

イプのスケールアウトは、小規模構成で実際に使用されています。 

2. サーバファーム 

ターミナルサーバファームとは、連結管理ユニットを持つ複数のターミナルサーバのプールです。サーバお

よびアプリケーションに対するユーザーの割り当ての大部分は、静的に行われます。「単なるサーバの集合」

に比べた利点は、サーバの管理が単純化されることです。この種のスケールアウトは、実際に非常によく使

用されています。 

3. 負荷分散サーバファーム 

負荷分散サーバファームの場合、個々のターミナルサー

バがプールされ、論理ユニットを構成します。クライアン

トによってセッションが開始されると、ロードバランサ

は一定のメカニズムに従って現在最も負荷の小さいサー

バにこのセッションを割り当てます。ターミナルサーバ

の負荷が改善されるだけでなく、負荷分散には冗長性も

あります。現在のターミナルサーバソフトウェアソリュー

ションでは、Microsoft と Citrix のどちらのソリューション

でも包括的な負荷分散オプションが提供されています。 

次に、スケールアップシナリオについて、つまり、個々のターミナルサーバのサイジングについて説明します。 
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パラメーターとしての「ユーザー」 

アプリケーションサーバを実装する際は、「このタスクセットに適切なハードウェアはどれか？」という問題

に毎回直面することになります。その目的は当然、要件に対して小さすぎず、大きすぎない（コストの問題）

丁度いい規模のシステムを選ぶことです。言い換えれば、問題はどうやって適切な規模のシステムを見つけ

るかということです。 

手元にあるほとんど唯一のパラメーターは、そのシステムで作業を行うユーザーの人数です。最もよく聞か

れるのは、「n 人のユーザーが利用するターミナルサーバに必要なハードウェア、あるいは PRIMERGY はど

れですか？」という質問です。回答として、1 列目にユーザー数が書かれており、2 列目の対応する行を見る

だけで理想的な PRIMERGY が分かるような簡単な表を期待されるかもしれません。残念ながらそのような

表は存在しません。ただし、競合他社の多くはカラフルな Web ページでそのような表を提供しているかもし

れません。この単純に見える質問に対する回答は、実際には非常に複雑なものです。なぜなら、そこに含ま

れるユーザーという要素がまったく明らかになっていないためです。 

ユーザーとは、標準化された予測可能なコンポーネントではなく、作業速度や作業方法がそれぞれ異なる個

人です。たとえば、ユーザーの作業速度は、入力の頻度を決定し、ターミナルサーバシステムの負荷に直接

影響します。これに加えて、タスクが異なればコンピュータシステムの要件も異なるものになります。卸売

システムのクエリの作成を業務とするユーザーが使用することでコンピュータシステムに発生する負荷は、

宣伝用のパンフレットのグラフィックをデザインするユーザーの場合とは異なります。アプリケーションの

リソース消費についても無視すべきではありません。たとえば、3D グラフィックやマルチメディア／ビデオ

アプリケーションでは、時間の経過に従って開発が進行することで、リソース消費が増加します。 

次の表では、ユーザーの行動と負荷プロファイルに基づいてユーザーを分類しています。 

重い 知識作業者 

複数のアプリケーションを同時に使用します。 

データ入力速度はそれ程速くありません。 

より複雑な操作を実行します。 

中程度 処理作業者 

一度に 1 つのアプリケーションを使用し、集中的に作業します。 

データを高速に入力します。 

継続的に作業します。 

軽い データ入力作業者 

一度に 1 つのアプリケーションを使用します。 

わずかなデータしか入力しません。 

データ入力操作が連続せず間隔が空きます。 

「負荷プロファイル」で後述しますが、この文書の測定では、負荷が中程度のユーザーの行動を前提としました。 

 

ユーザーシミュレーション 

通常、パフォーマンス測定では本物のユーザーを使用せずに、負荷シミュレーターと呼ばれるコンピュータ

と特別のソフトウェアの支援でユーザーをシミュレートします。測定では 1 台の物理負荷ジェネレーターで

多数の論理ユーザーをシミュレートします。負荷ジェネレーターにもよりますが、数十人、数百人のユーザーを

シミュレートできます。次の図は、標準的なシミュレーション環境を示しています。 

コントローラー 

SUT 

ネット

ワーク 

負荷ジェネレーター 

シミュレー

ション 

ネットワーク 

インフラ 

ストラクチャー 

サーバ 
テスト対象  

システム 

（SUT） 

… 
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コントローラーは、シミュレーションの管理と監視を行うマスターコントロールパネルであり、シミュレー

ションネットワークを通じて負荷ジェネレーターに接続されています。各負荷ジェネレーターは、多数のユー

ザーをシミュレートできます。負荷ジェネレーターは、インフラストラクチャーサーバを含む二次的なネッ

トワークを使用して、テスト対象システム（System Under Test：SUT）にアクセスします。インフラストラ

クチャーサーバは、必要なサービスを SUT に提供しますが、サーバ自体は測定対象ではありません。 

上記のさまざまなユーザーグループは、さまざまな負荷プロファイル（スクリプトとも呼ばれる）に従い、

ターミナルサーバ環境で負荷シミュレーターによってシミュレートされます。 

ユーザーシミュレーションの場合、「負荷ジェネレーター」、「クライアント」、「ユーザー」という用語は区別

されます。以降のセクションでは、ハードウェアを指して「負荷ジェネレーター」という用語を使用します。

「クライアント」はターミナルサーバクライアントです。1 つまたは複数のバージョンが負荷ジェネレーター

で実行されます。シミュレートされる「ユーザー」はターミナルサーバセッション内で作業を行います。 

 

 

測定結果の解釈 

Microsoft Exchange Server、SAP R/3、SPECweb、TPC-C などメーカーや独立団体製のベンチマークや、

実装規定が存在するアプリケーションの場合とは異なり、ターミナルサーバの場合、標準化されて普及して

いるベンチマークは今までのところ存在しません。さまざまなメーカーがユーザーシミュレーション製品を

販売していますが、Microsoft と Citrix のターミナルサーバの両方を測定して比較できるような標準ツールは

存在しません。 

もちろんさまざまなメーカーやベンチマーク業者によるパフォーマンス測定結果を互いに比較することはで

きません。有意義な比較を行えるのは、同一の環境で比較可能な負荷プロファイルを使用して測定した場合

だけです。 

さらに、ターミナルサーバのサイジング測定は、すべてのシステムに比較可能な条件を作成することを目的

とした、単純化、理想化、標準化された環境における評価である点に注意する必要があります。余分なコン

ポーネントやプログラムはインストールせず、ターミナルサーバのパフォーマンスの限界まで負荷をかけま

す。本番環境では、ウイルススキャナやその他のターミナルサーバソフトウェアのアドオンがインストール

され、実行されることになります。また、パフォーマンスについても実稼動のターミナルサーバの負荷が限

界まで行くことはありません。 

この前提条件に基づいて、次のことが言えます。 

「サーバあたりのユーザー数」を測定単位として使用しますが、比較対象となるのは、同一環境でのパフォー

マンス測定結果のみです。また、結果は相対的に評価する必要があります。たとえば、「システム A の性能

はシステム B の 2 倍である」または「メインメモリを倍にすると効率が x ％向上する」という表現になりま

す。したがって、「パラメーターとしての「ユーザー」」セクションで説明したように、ユーザーを定量化す

るのは困難であり、この文書の測定で使用する人工的なユーザーをどのような意味でも実際のユーザーと関

連付けることはできません。 
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ベンチマークの説明 

シミュレーションツール：T4US 

富士通テクノロジー・ソリューションズでは、独自の負荷シミュレーター T4US を開発しました。T4US は、

使用するターミナルサーバに依存しない任意の負荷プロファイルをシミュレート可能で、またテスト対象シ

ステムに影響を及ぼしません。 

T4US Record ツールは、ユーザーによるキーボードとマ

ウスの操作、さらに表示出力をリアルタイムで記録し、

T4US Script に保存します。T4US Script は、測定中に使

用される負荷プロファイルです。 

 
 
 
 

T4US 負荷シミュレーターには 3 つのコンポーネントがあります。 

T4US Control は、シミュ

レーションプロセス全体を一

元的に制御および監視し、測

定中の測定データを評価し

ます。負荷ジェネレーター上

では、T4US Playback の複

数のインスタンスが稼動しま

す。各 T4US Playback は、

T4US Record とともに記録

された T4US Script を基にし

て、キーボードとマウスから

の入力をリアルタイムでター

ミナルサーバクライアントに

「転送」し、ターミナルサー

バクライアントの画面の内

容を監視します。このように

して、ターミナルサーバの応答時間は高精度のタイマーを使用して測定されます。T4US Agent はすべての

負荷ジェネレーター上で稼動します。T4US Agent は、コントローラーとの通信を処理し、T4US Playback の

インスタンスを制御および監視して、測定された応答時間をコントローラーに転送します。 

測定中は、ターミナルサーバを使用するユーザーの数が継続的に増加します。ターミナルサーバの応答時間

は、T4US コントローラーによって監視され、保存済みの参照値と比較されます。参照値とは、シュミレー

ションの評価基準とするためにあらかじめユーザー数を数人の設定として測定したときの結果から決定され

た値です。アプリケーションの応答時間が、事前に定義された基準値に適合しない程度に低下した場合、測

定が中止され、そのユーザー数が測定結果になります。 

 
 
 

負荷プロファイル 

「パラメーターとしての「ユーザー」」セクションですでに説明したように、ターミナルサーバの負荷はユー

ザーに大きく依存します。シミュレーションでは、ユーザーの行動は負荷プロファイルに記されています。

ここで説明する負荷プロファイルは、「中程度の負荷のユーザー」の行動をシミュレートします。一度に 1 つ

のアプリケーションを使用して集中的に作業し、大量のデータを高速に入力します。 

この『サイジングガイド』の測定の多くは、負荷プロファイル V1を使用して実行されました。ただし、測定

対象システム（新世代プロセッサ）のパフォーマンスの向上により、この負荷プロファイルは、測定される

ユーザー数が、ログオフ／ログオンのプロセス数によって決まるレベルに達しました。言い換えると、シス

T4US 
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T4US 
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実際に作業している  

ユーザー 

T4US 
Play 

T4US 
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負荷ジェネレーター 

… 
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TS Client 

TS Client 

ターミナル 
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… 
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（System Under Test：SUT） 
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テムのプロセッサパフォーマンスより先にオペレーティングシステムの制限によって限界に達したというこ

とです。つまり、ベンチマークが限界に達してもプロセッサは完全負荷状態になりませんでした。したがっ

て、プロセッサパフォーマンスの向上やシステムパフォーマンスを測定することは不可能でした。 

新しい負荷プロファイル V2が定義されたのはこのためです。当然ながら、負荷プロファイル V2 で達成した

最大ユーザー数を負荷プロファイル V1 でのユーザー数と直接比較することはできません。したがって、

「PRIMERGY のスケーリング」セクションでは、測定結果は絶対的な数値ではなく、どちらのプロファイルを

使用したかを示した上で説明します。 

負荷プロファイル V1 

負荷プロファイル V1 では、アプリケーションとして Microsoft Word を使用し、ユーザーは、1 分当たり平

均 230 打鍵の速度で図解入りのテキストを入力します。 

さらに、負荷プロファイルには、次のような特徴があります。 

 各ユーザーはそれぞれ専用のアカウントで作業します。 

 ユーザーの初回ログインおよびアプリケーションの初回起動は測定間隔には含まれません。ユーザーは

ターミナルサーバでの初回の作業セッションの後にログオフし、再びログインして新しいセッションを

開始します。一定の間隔を空けて各ユーザーの処理が次々に開始されるため、ログインとログオフはシ

ミュレーション時間全体に渡って継続的に発生します。 

 各ターミナルサーバクライアント（ユーザー）は、アプリケーションをデスクトップから起動します。

アプリケーションはスクリプトが実行されるたびに起動し、作業を実行して、終了します。 

 各ユーザーは自分のディレクトリを所有しており、テキストで使用する画像がその中に保存されていま

す。このアプローチにより、すべてのユーザーが同一の画像を同時に読み込む状況が発生しないため、

画像がサーバファイルキャッシュにすぐに読み込まれることを防止できます。各ユーザーは、スクリプ

トが実行されるたびに、一意の名前で新しいドキュメントを作成します。作成されたドキュメントは、

ターミナルサーバ上のユーザー専用のディレクトリに保存されます。 

 平均入力速度は、1 秒あたり約 4 文字またはカーソル移動 4 回です。ただし、実行時間中入力がずっと

行われるわけではありません。実際の作業中の行動と同様にさまざまな間隔で作業が中断されます。 

 表示解像度は 1024x768 ピクセル、色深度は 16 ビットです。 

 スクリプトの 1 回の実行時間は待機時間含めて約 16 分です。 

負荷プロファイル V2 

新しい負荷プロファイル V2 の特徴は、シミュレートされるユーザーがさまざまな Microsoft Office アプリケー

ションを次々に使用して作業することです。Microsoft Word ドキュメントの作成に加えて、PowerPoint プレ

ゼンテーションも作成し、さらに Excel ワークシートを新規作成して計算を実行します。負荷プロファイル V1 

に比べると、ログインとログオフの回数は削減されています。平均して 6 人に 1 人 のユーザーのみが循環的

にターミナルサーバにログオンおよびログオフします。同様に、平均して 6 人に 1 人のユーザーが Word ド

キュメントを印刷します。CPU 負荷を増やすため、メモリ内のファイルの圧縮と解凍が行われます。シミュ

レートされるユーザーのタイピング速度は 1 分間に 330～440 打鍵です。 

その他の全般的な条件は、負荷プロファイル V1 と同じです。 

 各ユーザーはそれぞれ専用のアカウントで作業します。 

 各ターミナルサーバクライアント（ユーザー）は、アプリケーションをデスクトップから起動します。

アプリケーションはスクリプトが実行されるたびに起動し、作業を実行して、終了します。 

 各ユーザーは自分のディレクトリを所有しており、テキストで使用する画像がその中に保存されていま

す。このアプローチにより、すべてのユーザーが同一の画像を同時に読み込む状況が発生しないため、

画像がサーバファイルキャッシュにすぐに読み込まれることを防止できます。各ユーザーは、スクリプ

トが実行されるたびに、一意の名前で新しいドキュメントを作成します。作成されたドキュメントは、

ターミナルサーバ上のユーザー専用のディレクトリに保存されます。 

 表示解像度は 1024x768 ピクセル、色深度は 16 ビットです。 
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測定方法 

パフォーマンス測定には、シミュレーションツールと可能な限り現実的な負荷プロファイルに加えて、個々

の測定を実行し、分析するためのフレームワークが含まれています。このサイジングガイドの測定を実行し

たときのルールと規定について説明します。 

ユーザー数可変の測定では、ターミナ

ルサーバで作業するユーザーの数は、

ターミナルサーバが過負荷になるまで、

事前に定義したルールに従って連続的

に増加します。サーバの過負荷は、測

定された応答時間と事前に設定した参

照値の比較によって決定されます。全

体として、測定値の 90 ％が定義され

た範囲に収まる必要があります。10 ％

の異常値は許容されます。これによっ

て決定されるユーザー数が測定の結果

であり、「スコア」と呼びます。 

参照値は、低負荷時（数人のユーザーをシミュレート）の平均応答時間を元に事前に決定されます。参照値

はほとんどスクリプトの待機時間によって決まり、システム間の差異はわずかです。 

右の図は、T4US コントローラーが測

定値を分析するときの動作方法を示し

ています。応答時間 1000 ミリ秒の横

線は、測定値の 90 ％が超えてはいけ

ない限度です。一部の異常値は許容さ

れ、その後の許容範囲内の値で補正さ

れます。ただし、異常値が多すぎる場

合、ターミナルサーバは過負荷と見な

され、その時点で測定は終了します。

図の例のスコアは「76 ユーザー」で

す。 

図には、さらにユーザーを追加すると

測定値がどのように劣化するかも示さ

れています。縦線の右側では全ユー

ザーの応答時間が大幅に上昇しています。 

オペレーティングシステムとターミナルサーバ設定の最適化について、Citrix および Microsoft から多数の記

事が発表されていますが、今回の測定ではそれらをまったく参照していません。紹介されている設定の多く

が特定の環境でしか意味を成さないものであることが理由です。ある最適化設定を別の環境で使用するとか

えって逆効果になることがよくあります。今回の測定では、さまざまなシステムコンポーネントが搭載され

たさまざまな PRIMERGY を用いて調査したため、最適化を使用すると結果を比較することが不可能になり

ます。 

すべての PRIMERGY に対して同じテスト条件になるように、以下の設定のみが変更されました。 

 オペレーティングシステムのページファイルは、断片化を避けすべてのサーバのテスト条件を統一す

るため、メインメモリ量に合わせて固定サイズに設定しました。 

 Citrix では、統合負荷分散機能によってプリセットされている（ターミナルサーバファームが 1 台のター

ミナルサーバで構成されている場合でも同様）、サーバあたり 100 ユーザーの制限を解除する必要があ

りました。 
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システムの 

ネットワーク 

約 40 の PRIMERGY デュアルサーバ 
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T4US Agent、T4US Playback 

それぞれが最大 12 人のユーザーを 
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チャーサーバ 

100 Mb  

スイッチ 

負荷ジェネレーター シミュレーションの

コントローラー 

100 Mb  

スイッチ 

テスト対象 

システム 
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測定環境 

標準的なターミナルサーバとして使用できる現在の PRIMERGY モデル全種を以下の測定環境で調査しました。 

 

コントローラー（T4US Control）： 

 コントローラーには Windows Server 2003 Standard Edition がインストールされています。 

負荷ジェネレーター： 

 20～40 台の負荷ジェネレーター（PRIMERGY デュアルサーバ） 

 負荷シミュレーターは、Windows Server 2003 Standard Edition SP1 上で実行しました。負荷プロファイ

ル V2 は SP2 上で実行しました。 

クライアント： 

 ICA プロトコル（「Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 3」のバージョン 7.00.17534 

または「Citrix Presentation Server 4.0」のバージョン 9.00.32649）を使用したターミナルサーバへのア

クセスには、Citrix ターミナルサーバクライアント（32 ビットクライアントを含む Program Neighborhood）を

使用しました。 

 RDP プロトコルを使用したターミナルサーバへのアクセスには、Microsoft の RDP クライアント（「リモー

トデスクトップ」）を使用しました。Windows Server 2003 Standard Edition には、RDP クライアントの

バージョン 5.2.3790.1830 が含まれています。このバージョンでは、RDP プロトコル V5.2 がサポート

されています。負荷プロファイル V2 の測定には、RDP プロトコル V6.0.6000.16459 を使用しました。 

ネットワーク： 

 負荷シミュレーターと SUT ネットワークの接続には、100 メガビットイーサネットネットワークを使用

し、ターミナルサーバはギガビットアップリンクで接続しました。ネットワークプロトコルには TCP/IP を

使用しました。 

ターミナルサーバ（テスト対象システム）： 

 測定する PRIMERGY （テスト対象システム）では、どの場合も Windows Server 2003 Enterprise Edition を

使用しました。ターミナルサービスは、アプリケーションサーバモードで起動しました。負荷プロファ

イル V2 での測定は、Windows Server 2008 上で実行しました。 

 Citrix ターミナルサーバを測定するテスト用には、Service Pack 3 および Feature Release 3 を含む Citrix 

MetaFrame Enterprise Edition または Citrix Presentation Server をインストールしました。ターミナルサー

バファームは、1 台のターミナルサーバで構成します。データストアは、Microsoft Access データベース

として実装し、測定対象システムのローカルなシステムディスク上に配置しました。 
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 測定中に読み書きされるユーザーのファイルは、ターミナルサーバに保存されるようにしました。 

 デフォルトでは、ユーザープロファイルはターミナルサーバに保存されるようにしました。 

インフラストラクチャーサーバ： 

 インフラストラクチャーサーバ自体は、測定対象ではありませんが、テスト対象システムに必要なサー

ビスを提供します。インフラストラクチャーサーバは、ボトルネックにならないよう十分な規模で準備

しました。 

 シミュレートするユーザーのアカウントは、Active Directory のドメインコントローラーで作成しました。

ログインは常に Active Directory に対して行われました。 

 Active Directory システムは同時に、DNS サーバおよびターミナルサーバライセンスサービスのサーバと

しても使用しました。 

 インフラストラクチャーサーバは、Windows Server 2003 Standard Edition SP1 オペレーティングシステ

ム上で実行しました。 
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リソース要件 

ここでは、どのコンポーネントがターミナルサーバシステムのパフォーマンスにどのような影響を及ぼすか

について説明し、測定結果を踏まえてそれを実証します。また、オペレーティングシステム関連の要因に加

えて、演算処理パフォーマンス、メインメモリ、ディスクサブシステム、ネットワークなど、サーバシステ

ムのパフォーマンス関連要因についても説明します。次にターミナルサーバが実行される環境について考察

し、パフォーマンスに影響するインフラストラクチャーコンポーネントについても触れます。最後に、過負

荷状況におけるターミナルサーバの動作について説明します。 

オペレーティングシステム 

Windows Server 2008 までの Microsoft Windows Server オペレーティングシステムは、32 ビットバージョン

と 64 ビットバージョンの 2 つのバージョンが提供されています。Windows Server 2008 R2 以降のオペレー

ティングシステムは、64 ビットバージョンのみが提供されることになりますが、ここでは両者の違いおよび

ターミナルサーバとして使用した場合のパフォーマンスの損失についても説明します。 

64 ビットオペレーティングシステムを使用するには、64 ビットハードウェアプラットフォームが必要です。

ここで Intel Itanium（IA64）と x64 の違いについて説明します。 

IA64 

IA64 プラットフォームのプロセッサは、32 ビットアプリケーション（x86）とコード互換性がありません。

このため、Itanium システムで x86 アプリケーションを実行する方法はエミュレーションしかありません。

つまり、エミュレーションレイヤによって一定のパフォーマンス損失が発生するということです。したがっ

て、IA64 アーキテクチャーでターミナルサーバを実行することは無意味です。すべての 32 ビットアプリケー

ション（Microsoft Office 2007 など）はエミュレーション実行の結果、非常に遅くなるからです。そのため、

現在のところ、Itanium ベースシステム向けの Citrix ターミナルサーバソリューションが存在せず、Windows 

Server 2008 でターミナルサーバ機能を構成できません。 

x64 

x86 アーキテクチャーと完全な互換性があり、64 ビット拡張を提供するだけのアーキテクチャーを x64 と呼

びます。x64 には、AMD64 アーキテクチャーの AMD Opteron や EM64T（現在は Intel 64）アーキテクチャー

の最新世代の Intel Pentium および Xeon プロセッサが含まれます。 

x64 プラットフォームの利点は、Microsoft Office などの 32 ビットアプリケーションを x64 オペレーティン

グシステムで直接実行できる点です。64 ビット Windows では、WoW64（「Windows on Windows64」）サブ

システムが提供され、32 ビットアプリケーションをスムーズに操作できます。メモリ、レジストリ、ファイ

ルシステムへのアクセスは、WoW64 内で分離されています。ただし、多くのシステム関連アプリケーション

およびドライバコンポーネントを含むすべてのアプリケーションは、32 ビットモードで実行できないため、

x64 システム専用のバイナリが必須です。64 ビット専用のバイナリが必要なアプリケーションの例としては、

Microsoft SQL Server、Microsoft Exchange Server、Citrix のターミナルサーバ製品などが挙げられます。一

般に DOS または Windows 用の 16 ビットアプリケーションは実行できません。これはインストーラが 16 ビッ

トのアプリケーションの場合に特に問題になります。 

次の表は、各システムプラットフォームと、対応する Windows 製品、デバイスドライバおよびアプリケーション

の要件の一覧です。 

 

サーバプラット

フォーム 
x86 x64 x64 

Windows 製品 

Windows Server 2003 R2 / 
Windows Server 2008 

Standard Edition 
Enterprise Edition 
Datacenter Edition 

Windows Server 2003 R2 / 
Windows Server 2008 

Standard Edition 
Enterprise Edition 
Datacenter Edition 

Windows Server 2003 R2 / 
Windows Server 2008 
Standard x64 Edition 

Enterprise x64 Edition 
Datacenter x64 Edition 

オペレーティング

システム 

32 ビット 32 ビット 64 ビット 

デバイスドライバ 32 ビット 32 ビット 64 ビット 

アプリケーション 32 ビット 32 ビット 32 ビットおよび 64 ビット 
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制限 

32 ビットアーキテクチャーと 64 ビットアーキテクチャーの基本的な違いは、アドレス指定可能なメモリの

サイズにあります。32 ビットアーキテクチャーを使用している場合、プロセッサのワード長を使用して、最

大で 2
32

 バイト = 4 GB のアドレス指定が可能です。これが 64 ビットアーキテクチャーでは最大 2
64

 バイト = 

16 エクサバイト（EB）になります。次の表は、ターミナルサーバに使用できる各種 32 ビットおよび 64 ビッ

ト Windows 製品の制限の一覧です。 

 

32 ビット Windows では、4 GB の仮想アドレス空間が、標準では、オペレーティングシステム用の 2 GB と

アプリケーション用の 2 GB に分割されています。オペレーティングシステムによって使用される 2 GB には、

カーネルのすべてのデータ構造と情報が含まれています。ここで、3 つの特別なデータ領域について説明し

ます。ページプール領域、システムページテーブルエントリ（PTE）領域、システムファイルキャッシュで

す。ページプール領域メモリは、カーネルモードコンポーネントが使用する領域です。PTE 領域はカーネル

スタックの割り当てに使用されます。システムファイルキャッシュは、開いているファイルのメモリイメー

ジの格納に使用されます。これらの領域はメモリ領域を共有し、Windows Server 2003 では領域間のメモリ

制限はシステム起動時に決定されます。オペレーティングシステムのメモリが実行時にいずれかの領域の制

限に達した場合、他の領域で補うことはできません。その結果、それ以上新しいユーザーがログインできな

くなったり、予測しないエラーが発生したりすることがあります。32 ビット Windows Server 2008 では、

カーネルアドレス空間は、動的に管理され、ページプールおよびシステムキャッシュのメモリ領域は、負荷

に応じて拡大／縮小することができます。ただし、これらの領域は、現在利用可能なカーネルの仮想アドレ

ス空間によって制限されます。 

PAE（Physical Address Extension：物理アドレス拡張）は、x86 互換 CPU（Intel Pentium および AMD Athlon）

の技術的な拡張で、最大 2
36

 バイト = 64 GB のメモリをアドレス指定できるようにします。これが可能なの

は、これらのプロセッサのアドレスバスが 36 ビット幅であるためです。プロセッサの「ページング」ユニッ

トの特別な拡張により、36 ビット物理アドレスが生成されます。PAE を使用するには、オペレーティングシ

ステムでサポートされている必要があります。 

アドレス指定可能なメモリの理論値は 16 EB ですが、64 ビット Windows では、16 TB を仮想アドレス空間

として使用します。Windows はこの（尐なくとも現在の観点では）巨大なアドレス空間を複数の領域に分割

し、カーネルおよび各 64 ビットプロセスが使用可能なアドレス空間は 8 TB になっています。互換モードで

実行される 32 ビットアプリケーションの場合、各アプリケーションは 4 GB のアドレス空間を使用できます。

それでも、純粋な 32 ビットオペレーティングシステムで実行されるアプリケーションのアドレス空間の 3 GB を

超える大きさです。 

Windows 製品 

（WS = Windows Server） 

WS 2003 R2 / WS 2008 WS 2003 R2 x64 / WS 2008 x64 

Standard 
Edition 

Enterprise  
Edition 

Standard 
Edition 

Enterprise  
Edition 

プロセッサ数 1～4 1～8 1～4 1～8 

最大 RAM 4 GB 
64 GB 

（PAE 使用時） 
32 GB 2 TB 

仮想アドレス空間合計 4 GB 16 TB 

32 ビットプロセス 1 つ 

あたりの仮想アドレス空間 

2 GB 2 GB 

3GB  

（/3GB スイッチで起動した場合） 

4GB （/LARGEADDRESSAWARE で

コンパイルした場合） 

64 ビットプロセス 1 つ 

あたりの仮想アドレス空間 
- 8 TB 

ページプール  470 MB /  WS 2008 では動的 128 GB 

非ページプール  256 MB /  WS 2008 では動的 128 GB 

システムページテーブル

エントリ 
 約 900 MB /  WS 2008 では動的 128 GB 

システムキャッシュ  1 GB /  WS 2008 では動的 1 TB 
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（軽負荷プロファイル、Microsoft Office 2003、

Microsoft Terminal Services） 

 

効果 

十分なハードウェアリソースが利用可能であれば、つまり、

CPU もメインメモリもパフォーマンスの限界の原因となら

なければ、64 ビットシステムで管理可能なユーザー数は 32 

ビットシステムより大幅に増加します。この理由は、オペ

レーティングシステムアーキテクチャー、厳密に言えばカー

ネルリソースにあります。32 ビットオペレーティングシス

テムでは、カーネルテーブルとシステムキャッシュを含む

データの格納に使用できるアドレス空間は 2 GB です。十

分な演算処理パフォーマンスがあれば、ユーザー数は 32 ビッ

トオペレーティングシステムには多すぎる規模に達します。

カーネルテーブルが一杯になると、メインメモリにまだ空

きがあってもページングが発生することになります。さら

に、システムキャッシュも一杯になり、さらに拡張するこ

とができなくなると、キャッシュのヒット率が低下します。

結果としてディスクアクセスも劇的に増大します。メイン

メモリではなくハードディスクにアクセスを開始すると、

直ちに応答時間の悪化が目立つようになります。この状況でターミナルサーバの負荷がさらに増大すると、

アプリケーションにエラーが発生したり、ユーザーがターミナルサーバにログインすることがまったくでき

なくなったりします。 

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のそれぞれの利点が発揮される

状況については、測定結果を見ればわかります。いずれの場合も適切な演算処理パフォーマンスを発揮する

同一の PRIMERGY に、4、8、16、32 GB の RAM を搭載し、軽作業ユーザーの最大数を測定しました。メ

インメモリ 4 GB の測定では、32 ビットオペレーティングシステムの場合も 64 ビットオペレーティングシ

ステムの場合も、制限要因はメインメモリであり、ページングが発生しました。64 ビットでの測定の方が若

干悪い結果が出ています。これは、64 ビットアプリケーションの方が通常 32 ビットバージョンより必要な

メインメモリが多い事実で説明が付きます。すべてのアドレスポインタが倍の 64 ビットになるためです（「メ

インメモリ」セクション参照）。 

メモリを 8 GB に増やすと、扱えるユーザー数

が増えます。32 ビットシステムでは、これが最

適なメモリ構成でした。 

さらにメモリを 16 GB、32 GB とアップグレー

ドしても、32 ビットオペレーティングシステム

ではメリットがありませんでした。すでに説明

したように、カーネルリソースの制限により、

サポートできるユーザー数が増えないためです。 

対照的に、64 ビットシステムでは、オペレー

ティングシステムリソースが原因で限界に達す

ることがないため、メモリ量を増やすことでさ

らにユーザー数を増やせます。 

結論として、32 ビットオペレーティングシステ

ムをターミナルサーバとして用いるとき、ユー

ザ数が増えて要求されるメインメモリ量がサ

ポートされているメモリ量より大きくなる場合

（64 GB 以上）や、または必要なユーザー数で

内部カーネルボトルネックが発生する場合に限

界に達します。当然のことながら、個々のユー

ザーのメモリ使用量は、アプリケーションに依存しますが、これら 2 つの制限が存在しなければ、32 ビット

オペレーティングシステムは、メモリ使用量が尐ないため、64 ビットオペレーティングシステムのスコアを

上回ることができます。 

（軽負荷プロファイル、Microsoft Office 2003、  

Microsoft Terminal Services） 

メモリ枯渇 

カーネル 

リソースの制限 
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演算処理パフォーマンス 

システムの演算処理パフォーマンスは、プロセッサの特性と数に依存します。プロセッサの特性とは、クロッ

ク周波数、キャッシュ、ハイパースレッディング、メモリ接続、コア数などのパラメーターを指しています。

プロセッサの特性は常に各プロセッサアーキテクチャーの観点から判断する必要があります。 

プロセッサタイプ 

次の図は、ターミナルサーバに適した新旧 PRIMERGY で使用されている、さまざまな世代のプロセッサの

一覧です。パフォーマンスデータはすべて、CPU 1 個の場合のデータです。ターミナルサーバシミュレーション

ツール「T4US」で負荷プロファイル V1 と V2 をそれぞれ使用して測定しました。すべての値は、最高性能

の Xeon X5570 CPU の結果を基準に標準化されています。 

 

演算処理パフォーマンスに関する限り、すべてのシステムは十分なメインメモリを搭載しています。ハイパー

スレッディングが利用可能な場合は有効にしています。ターミナルサーバアプリケーションの場合、この機

能によってシステムの負荷が低下し、より多くのユーザーがターミナルサーバで作業できるためです。CPU 数

の多いシステムのパフォーマンスについては、パフォーマンスの向上が線形ではないため、結論を述べるこ

とはできません。（「コア数」セクション参照）。 
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クロック周波数 

PRIMERGY ではさまざまなグレードのプロセッサが提供されています。その中で最も大きな違いはクロック

周波数です。ただし、クロック周波数だけでプロセッサパフォーマンスについて語ることはできません。アー

キテクチャー、命令セット、キャッシュ、メモリ接続など他の要因もプロセッサパフォーマンスに影響しま

す。したがって、クロック周波数が高ければ常にパフォーマンスが高くなると短絡的に判断しないよう注意

してください。これは、Intel Xeon 55xx プロセッサで明らかです。前世代の Xeon 54xx よりクロック周波数

は低くなっていますが、パフォーマンスは大幅に向上しています。低クロック周波数の利点は、消費電力が

低くなることにあります。 

Intel Xeon 55xx シリーズでターボブーストテクノロジーが導入されたことにより、周波数を基準に判断する

ことがさらに難しくなっています。このテクノロジーにより、使用するアプリケーションによっては、プロ

セッサが一定の熱的および電気的しきい値未満で動作しているときに自動的にオーバークロックされます。

簡単に言うと、プロセッサの動作に余裕があり、TDP（熱設計電力）を超えていなければ、プロセッサの周

波数が上げられるということです。 

あるファミリのプロセッサを比較する場合、クロック周波数のみが異なり、アーキテクチャー、キャッシュ、

メモリ接続、コア数などが同一であれば、クロック周波数が高い方がパフォーマンスも高くなります。ただ

し、周波数の上昇がパフォーマンスの相対的な向上と 1:1 で対応するわけではありません。これは、メモリ

および I/O アクセスの速度が一定であることから説明できます。 

例として、Xeon 54xx シリーズ搭載の PRIMERGY 

RX300 S4 1-CPU モデルの測定結果を右の図に示

します。測定には、Microsoft ターミナルサーバで

ターミナルサーバベンチマークと負荷プロファイ

ル V1 を使用し、クロック周波数が最も低いプロ

セッサを基準に標準化してあります。すべてのプ

ロセッサは、フロントサイドバス 1333 MHz で 2 

× 6 MB の L2 キャッシュ搭載です。 

（負荷プロファイル V1、Microsoft Office 2003、

Microsoft Terminal Services） 
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メモリ接続 

PRIMERGY のメモリ接続は、プロセッサアーキテクチャーによって異なります。 

AMD Opteron プロセッサ搭載の PRIMERGY では、メモリコントローラーが CPU に統合されており、プロ

セッサ間は HyperTransport リンクで接続されています。 

Xeon 5400 シリーズまでの Intel プロセッサでは、プロセッサとノースブリッジの間の通信は、フロントサイ

ドバス（FSB）で処理されます。ノースブリッジはチップセットに不可欠のコンポーネントであり、メイン

メモリや PCI バスなど他のコンポーネントと接続されています。FSB は特定のクロック周波数で動作し、こ

の値はシステムパフォーマンスに影響します。ただし、一般にプロセッサの FSB の周波数だけが異なること

はないため、FSB の違いを直接比較することは困難です。 

ただし、実験的な条件では、FSB 周波数の影響を

測定することができました。右の図は、FSB クロッ

ク周波数を 667 MHz から 800 MHz（約 20 ％）

に上げたときのパフォーマンスの向上を示してい

ます。ターミナルサーバのユーザー数は 3 種類の

構成のいずれでも増加しました。FSB が高速にな

ることでプロセッサの負荷が低減し、「 % 

Processor Time（プロセッサ時間）」は 800 MHz 

FSB の方が若干低くなっています。「Processor 

Queue Length（プロセッサキューの長さ）」につ

いても同様です。この結果、CPU に余力が生じ

応答時間の劣化が許容範囲を超えない状態で使用

できるユーザー数が増加します。ただし、ユーザー

数の増加は、FSB クロック周波数の上昇に比べる

と小さな値になります。アプリケーションとして

のターミナルサーバは、プロセッサパフォーマン

スだけを要求するのではなく、プロセッサ、メモリ、ネットワーク、ディスクなど、すべてのリソースの相

互関係が全体的なパフォーマンスに影響します。 

PRIMERGY のシステムアーキテクチャーは、Xeon 5500（Nehalem EP）シリーズを搭載した世代より変更

され、フロントサイドバス（FSB）の代わりに Intel QuickPath Interconnect が使用されています。これは、

FSB あたりのチップセットに必要なピン数など、FSB テクノロジーが複雑さの観点から限界に達したためで

す。QPI はプロセッサ間の相互接続や、片方向シリアルリンクを介して I/O を処理するチップセットとプロ

セッサの間の接続に使用されます。メインメモリにリンクするため、Xeon 5500 シリーズのプロセッサには

メモリコントローラーが搭載されています。したがって、各プロセッサは割り当てられたメモリモジュール

のグループを直接制御します。QuickPath Interconnect のパフォーマンスは、ギガトランスファー／秒（GT/s）

で示されます。現在の Xeon 5500 シリーズのプロセッサの QPI は 6.4 GT/s（25.6 GB/s と等価）に達し、フ

ロントサイドバスアーキテクチャーの Xeon 5400 シリーズ最速のプロセッサより帯域幅が大幅に向上してい

ます。 

（負荷プロファイル V1、Microsoft Office 2003、  

Microsoft Terminal Services） 
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キャッシュ 

一般的にはキャッシュとは、データをバッファリングすることでデータアクセスを高速化する高速な一時メ

モリです。Intel CPU のキャッシュは複数のレベルに階層化されています。キャッシュには、レベル 1 キャッ

シュ、レベル 2 キャッシュ（別名 2 次キャッシュ - SLC）、レベル 3 キャッシュ（別名 3 次キャッシュ - TLC）

があります。ほとんどの場合、CPU のパフォーマンスデータを語る際には最大レベルのキャッシュのみが言

及されます。キャッシュは、プロセッサが低速なメインメモリからのデータ読み込みを待機する時間を節約

するために設計されています。キャッシュが大きいほど、必要なメモリアクセスが減ります。この時間の節

約が演算処理パフォーマンスの向上につながります。 

キャッシュを倍増した場合のターミナルサーバ

ベンチマークの比較測定では、CPU 負荷の低

下が見られました。それぞれ 1 MB キャッシュ

と 2 MB キャッシュのプロセッサを使用し、そ

の他の条件は同じにしています。図に示されて

いるとおり、キャッシュが大きい方がターミナ

ルサーバシステムプロセッサの負荷が低下して

います。ベンチマークとしては、この結果ユー

ザー数が増大しています。 

 

 

 

 
 

64 ビットオペレーティングシステムではアドレス幅が倍になり、処理するデータ量が増えるため、CPU キャッ

シュのサイズの影響が大きく現れています。 

同一の PRIMERGY に 1 MB およ

び 2 MB SLC の Xeon プロセッサ

のいずれかを搭載しました。図で

はキャッシュの倍増により、どち

らのプラットフォームでもパ

フォーマンスが向上していること

が示されています。64 ビットシス

テムの方がキャッシュ倍増の効果

が大きく、パフォーマンスが 25 ％

向上しました。32 ビットシステム

では、キャッシュ増加により最大

で 15 ％のパフォーマンス向上が

見られました。測定結果からわか

るのは、64 ビットシステムの方が

アドレスオーバーヘッドにより必

要なキャッシュが増えるというこ

とです。 

この結果から導かれる一般的な推奨事項は、64 ビットオペレーティングシステムを稼動するシステムでは何

としてもキャッシュ容量の大きいプロセッサバージョンを使用すべきであるということです。これは多尐の

クロック周波数の高さより重要です。 

ただし、アーキテクチャーの異なるプロセッサのキャッシュサイズを比較するのは間違いです。プロセッサ

のキャッシュはプロセッサアーキテクチャーに最適化されています。たとえば、コアあたり 256 kB の SLC と

全 4 コア共有の最大 8 MB の TLC が搭載されている Xeon 5500（Nehalem）シリーズのプロセッサは、2 × 6 MB 

の SLC キャッシュを搭載している Xeon 5400（Harpertown）シリーズのプロセッサより名目上のキャッシュ

容量は尐なくなっています。それにも関わらず、全体的なプロセッサパフォーマンスははるかに上です。 

（負荷プロファイル V1、Microsoft Office 2003、Microsoft Terminal Services） 

（負荷プロファイル V1、Microsoft Office XP、Citrix MetaFrame） 
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ハイパースレッディング 

ハイパースレッディングプロセッサでは、チップの一部のリソースが 2 倍になっており、CPU が 2 つのスレッ

ドを並行して実行できます。このため 2 つの仮想（論理） CPU がシミュレートされます。ハイパースレッ

ディングを実装した CPU は、オペレーティングシステムからは 2 つの CPU に見え、またそのように制御さ

れます。オペレーティングシステムとアプリケーションが高速実行に適していれば、速度が上昇します。Windows 

は、ハイパースレッディング対応のオペレーティングシステムとして設計されています。特にターミナルサー

バ環境では、多数のユーザーが大量の小さなアプリケーションを同時に実行するため、ハイパースレッディン

グがパフォーマンスの向上につながると期待できます。 

現在の Xeon 5500 シリーズ（Nehalem）の Intel プロセッサのほとんどはハイパースレッディングをサポー

トしています。基本的に AMD プロセッサには、ハイパースレッディングは実装されていません。 

測定の結果、ハイパースレッディングによるパフォーマンスの向上は、負荷が小さいまたは中程度のシステ

ムで最大になりました。負荷限界で動作しているシステムの場合、パフォーマンスの向上は小さくなりまし

た。さらに、パフォーマンスの向上は、マルチプロセッサシステムよりモノプロセッサシステムで大きくな

りました。 

測定シーケンスは、2 個のプロセッサを搭載した 

PRIMERGY RX200 S1 で、それぞれハイパースレッ

ディングをオンまたはオフにして一連のシミュレーション

が実行されました。どちらのケースでも同一のユーザー

数（101 人）でシミュレーションを実行しました。 ター

ミナルサーバアプリケーションの場合、ハイパースレッ

ディングによりシステムの負荷が低下しました。図では 

CPU 負荷が 31 ％低下したことが示されています。テス

トを PRIMERGY RX200 S1、ユーザー数 101 人、ハイ

パースレッディングなしで実行した場合、実際に CPU ボ

トルネックが検出されました。ターミナルサーバの応答

時間は、指定した値の範囲を超えました。ただし、ハイ

パースレッディングを有効にすると、CPU 負荷の低下に

より、指定した時間内に応答が返るようになりました。 

 

もう 1 つの測定では、システムの

ハイパースレッディングの有無に

よるユーザーの絶対数を測定しま

した。図に測定結果が示されてい

ます。このテストに使用した 

PRIMERGY は、さまざまなクロッ

ク周波数のプロセッサを 1 個また

は  2 個搭載した  PRIMERGY 

RX300 S2 です。この比較で使用

したすべてのプロセッサには、1 MB 

の SLC が搭載されています。ハイ

パースレッディングは有効（「HT 

on」）と無効（「HT off」）を交互に

設定しました。ハイパースレッ

ディングが有効のターミナルサー

バの方が多数のユーザーが作業で

きることがわかります。ハイパースレッディングによるパフォーマンスの向上は、高速デュアルシステムよ

り低速モノプロセッサシステムの方が大きな効果がありました。 

（負荷プロファイル V1、Microsoft Office XP、 

Citrix MetaFrame） 

（負荷プロファイル V1、Microsoft Office 2003、Microsoft Terminal Services） 
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コア数 

プロセッサのパフォーマンス向上に使用される一般的な方法は、クロック周波数の向上です。しかし、周波

数が約 4 GHz になると膨大な排熱が発生し、実用的な管理が困難になっていました。ここでさらに開発を進

めるための技術がマルチコアプロセッサです。複数のスレッドを並行して実行するためにプロセッサのチッ

プ上の一部のみを冗長化している「ハイパースレッディング」に比べると、マルチコアプロセッサでは、す

べてのプロセッサリソースが重複しています。また、マルチコアプロセッサにはコスト上の利点もあります。

個別の複数のチップを使用するより、複数のリソースを搭載した単一のチップを使用する方が通常コストは

低くなります。2005 年まではシングルコアプロセッサが優勢でしたが、現在の Intel Xeon シリーズは、4 コ

アまたは 6 コアプロセッサとして設計されています。将来のプロセッサ世代のチップあたりのコア数はさら

に数倍になると予測されています。 

純粋に理論的なパフォーマンスの向上は、コアを 1 つ追加するたびに最大で（個々のコアと比較して）100 ％

になります。ただし、実際には、パフォーマンスの向上は、使用するプログラムとオペレーティングシステ

ムの並列化への対応の度合いに大きく依存します。 

さらに、システムの演算処理パフォーマンスは、複

数のプロセッサを使用することで向上させることが

できます。同一の物理プロセッサを複数使用するこ

とを「対称型マルチプロセッシング」（Symmetric 

Multiprocessing：SMP）といいます。したがって、

プロセッサ数の増大によるスケーリングは、最適に

並列化できるアプリケーションを使用した理想的な

場合のみ線形になります。ただし、メインメモリ、

ハードディスク、ネットワークなど、共有リソース

へのアクセスが増えるにつれ、プロセッサ間の調整

が必要になり、スケーリングカーブがよりなだらか

になります。極端な場合、非常に多数のプロセッサ

が搭載されていても、プロセッサの大部分がその相

互調整状態にあれば、スケーリングの「逆転」が発

生することもあり得ます。1967 年、Gene Amdahl は、数学モデルの並列実行によるプログラムの高速化の

研究を行い、速度の上昇は、何よりもプログラムの順次（逐次）的な部分に制限されることを発見しました

（アムダールの法則）。 

現在のマルチプロセッサシステムは、プロセッサに大量のキャッシュを搭載するか、プロセッサのグループを

形成し、それぞれに独立したストレージおよび I/O コンポーネントを割り当てることでこの法則に対処して

います。後者はオペレーティングシステムに適しており、Windows Server 2003 Enterprise および Datacenter 

Edition などでは、「Non-Uniform Memory Access：非均等型メモリアクセス」（NUMA）サポートでパフォー

マンスの最適化が行われています。 

「ハイパースレッディング」セクションで説明したよ

うに、ターミナルサーバ環境で多数のユーザーが無数

の（そのほとんどは小さな）アプリケーションを並行

して実行する場合は、多数のコアを使用するのに適し

ています。ただし、ターミナルサーバアプリケーション

が適切にスケールできるコア数は、アプリケーション

固有であり、一般化することはできません。 

右の図に示すように、2 個のクアッドコアプロセッサを

搭載した PRIMERGY RX300 S5 で、ハイパースレッ

ディングを有効にして、T4US 負荷プロファイル V2 を

使用して測定したケースでは、1.7 倍という非常に良

い結果が出ています。 

（負荷プロファイル V2、Microsoft Office 2003、 

Microsoft Terminal Services） 



 ホワイトペーパー  サイジングガイド | ターミナルサーバサイジングガイド バージョン：4.0、2009 年 10 月 

 © Fujitsu Technology Solutions 2009 21/47 ページ 

メインメモリ 

メインメモリは、ターミナルサーバのパフォーマンスに最も大きく影響します。これは特に応答時間に反映

されます。Windows は、必要に応じて、現在必要ではないデータをメインメモリ（RAM）からハードディス

ク上のページファイルに再配置（ページング）することで追加の仮想メモリを取得します。ただし、ディス

クアクセスにはメインメモリのアクセスの 1000 倍の時間がかかるので、直接的な結果としてパフォーマン

スが大幅に低下し、応答時間が急激に増加します。 

ターミナルサーバでは、2 つの図が示すように、PRIMERGY の モデルやオペレーティングシステムが 32 ビッ

トか 64 ビットには関係なく、ユーザー数に比例してメモリ要件が増大します。 

 

占有メモリ量の「committed（コミット済み）」メモリと「Working Set（ワーキングセット）」をグラフとし

て描くと、ユーザー数の増加に比例して上昇していることがわかります。「Available MBytes（利用可能な MB）」

は現在利用可な物理メインメモリの空き容量を示し、「Committed Bytes（コミット済みバイト数）」は、実行

中のアプリケーションに割り当て済みの仮想メインメモリの量を示します。アプリケーションの「Working Set

（ワーキングセット）」は、このアプリケーションによってすでに占有されているメモリです。 

64 ビットシステムではアドレスポインタ幅がすべて倍になるため、64 ビットオペレーティングシステムと 64 ビッ

トアプリケーションは、一般に 32 ビットバージョンより多くのメインメモリを必要とする点に注意してくだ

さい。極端な場合は、64 ビットシステムで必要なメモリ量が 32 ビットのときの倍になることもあります。 

図に示すように、同じユーザーがデスクトッ

プを開始し、Microsoft Word 2003 で作業し

ているときに、32 ビットシステムに比べて

約 60 ％多くのメインメモリを使用します。 

どちらの場合も、ターミナルサーバユーザー

が実行しているアプリケーションは 

Microsoft Word です。このアプリケーション

には現在のところ 32 ビットバージョンし

かありません。 

 

 

 

 

メモリ要件が次の式に従って線形に増大することはどんな場合でも有効です。 

 

この関係において、ユーザーあたりのメモリ要件が使用するアプリケーションに大きく依存し、顧客固有の

要件に合わせて事例ごとに決定する必要があることに注意してください。1 人のユーザーが使用するアプリ

ケーションのメモリ要件がわかれば、全体的なメモリ要件を計算することは簡単です。 

（負荷プロファイル V1､ Microsoft Office 2003、Microsoft Terminal Services） 
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上限に影響するのは、システムの最大メモリ搭載量とオペレーティングシステムのサポートのみになります

（「制限」セクション参照）。 

システムの最大メモリ搭載量はモデルによって異なります。 

x86 ベースの PRIMERGY にはさまざまなアーキテクチャーがあります。旧モデル（Intel Pentium Pro プロ

セッサ（1995 年）から Intel Xeon 5400（Harpertown））は、対称型マルチプロセッシング（SMP）のアーキ

テクチャーを採用しています。プロセッサとメインメモリの接続にはフロントサイドバスが使用されていま

す。プロセッサ 1 個構成でもメモリ全体を使用できます。 

Xeon 5500 シリーズ以降の Intel Xeon プロセッサはアーキテクチャーが異なります。これらのプロセッサに

は、メモリコントローラーが搭載され、メインメモリに接続されています。言い換えると、各プロセッサが

自らに割り当てられているメモリモジュールのグループを直接制御するということです。プロセッサは、QPI 

リンク経由でメモリの内容を隣接プロセッサに提供し、同時に隣接プロセッサにメモリの内容を要求します

（「メモリ接続」セクション参照）。プロセッサとメモリが直接接続されているため、メモリパフォーマンスの

向上が見込まれますが、ローカル要求とリモート要求のパフォーマンスに差があるため、このアーキテクチャー

は NUMA に分類するのが妥当であると言えます。NUMA は、物理メモリの割り当てとプロセスのスケジュー

リングを実行する際に、オペレーティングシステムによって処理されます。可能な限り、メインメモリの総

量を両プロセッサに均等に配分する必要があります。システムにプロセッサが 1 つしかない場合、このプロ

セッサに割り当てられているメモリバンクのみ使用できます。 

Xeon 5500 搭載 PRIMERGY の効率的なメモリ構成についてのパフォーマンス関連情報は、ドキュメント『Xeon 

5500（Nehalem EP）搭載 PRIMERGY のメモリパフォーマンス』 [関連資料 4] に記載されています。 

AMD Opteron 搭載 PRIMERGY でもメモリがプロセッサに直接割り当てられます。各プロセッサは、専用メ

モリに直接接続され、高速アクセスが可能になります。逆に、このシステムアーキテクチャーでは、AMD Opteron 

プロセッサを 1 個のみ搭載した PRIMERGY の場合、2 個めの CPU 内部メモリコントローラーがなくメモリ

にアクセスできないため、メモリバンクの半分しか使用できません。 

ターミナルサーバのメインメモリを計算する際は、2 つの特定の機能を考慮する必要があります。 

 「デスクトップ」か「公開アプリケーション」か 

ターミナルサーバ環境では、すべてのアプリケーションを備えたデスクトップ全体をユーザーが利用で

きるようにする必要はありません。つまり、デスクトップへのアクセスを制限できます。たとえば、デ

スクトップ全体ではなく 1 つの特定のアプリケーションのみが起動するように Microsoft ターミナルサー

バをセットアップすることが可能です。 

Citrix Presentation Server の場合、個々のアプリケーションを直接ユーザーが利用できるようにするこ

とができる（「公開アプリケーション」）ため、デスクトップでアプリケーションを起動するということ

がなくなります。これにより、Explorer も起動する必要がなくなり、ユーザー 1 人あたり約 5～10 MB の

メインメモリを節約できます。環境によっては、わずかなメインメモリを獲得することにあまり意味は

ないかもしれませんが、この構成の無視できない利点として、ユーザーは、あらかじめサーバ上で実行

されることを計画されたアプリケーションのみを実行できるということがあります。言い換えれば、ユー

ザーの操作をより正確に予測し、制限することが可能であるということです。 

デスクトップからアプリケーションを起動す

るユーザーに必要なメモリと、デスクトップ

なしで同じアプリケーションを起動するユー

ザーに必要なメモリを比較しました。Microsoft 

Office 2003 の  Microsoft Word アプリケー

ションを 1 回はデスクトップから、もう 1 回

は RDP クライアントから直接起動しました。

右の図で明らかなように、デスクトップを起

動しなかった場合は、メモリ使用量が低下し

ています。 

（負荷プロファイル V1、Microsoft Office 2003、 

Microsoft Terminal Services） 
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 「ログオフ」か「切断」か 

ユーザーがターミナルサーバへの接続をログオフして終了するか、「切断」で単に接続を中断するだけな

のかによって違いがあります。後者の場合、アプリケーションはターミナルサーバで引き続き実行され

ており、リソースは解放されません。ユーザーはこの接続で作業を継続できます。サーバのメインメモ

リ使用量を分析するときに、「切断」状態の接続もカウントしました。一部のアプリケーションは、接続

が切断された後も CPU リソースを必要とします。セッションの「切断」は、Microsoft と Citrix の両社

共にサポートしています。 
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ディスクサブシステム 

サーバをターミナルサーバ専用で使用し、同時にファイルサーバやデータベースサーバとしては使用しない

場合、ディスクサブシステムの性能に対する要求は大きくありません。必要なのはオペレーティングシステ

ム、ページング領域、そしてターミナルクライアントから利用可能なアプリケーションを処理できる性能だ

けです。この接続でのディスクアクセスは多くありません。オペレーティングシステムとアプリケーション

は、最初にメモリにロードされるときのみアクセスされます。原則として、ページング領域はいずれの役割

も果たしません。これは、ページングを大量に開始しないようにシステムを構成する必要があるためです。

そうしないと、システムの効率性が実質的に損なわれます。 

お客様の構成では、ユーザーデータおよびユーザープロファイルは、通常適切なディスクサブシステムまた

は外部ファイルサーバに置かれ、ターミナルサーバのローカルハードディスクに置かれることはありません。 

ターミナルサーバが、マルチコアアーキテクチャーを利用した最新のサーバハードウェアで構成されている

場合、さらに 64 ビットのオペレーティングシステムが使用されている場合は、より多くのユーザーがターミ

ナルサーバを利用できるため、ディスク サブシステムもそれに伴って要件を満たすために大きくする必要が

あります。ユーザーセッションが増えた結果、ローカルページファイルやディスクサブシステムへのアクセ

スも増え、64 ビットのオペレーティングシステムでは、さらに多くのデータがページファイルに書き込まれ

ます。こういった理由から、ディスクサブシステムのサイズは、適切に設定する必要があります。ディスク

サブシステムの監視についての詳細は、「ボトルネック分析」セクションを参照してください。 

最大スループットを実現するには、利用できるコントローラーおよびディスクキャッシュ（ライトキャッシュを

含む）をすべて有効にしておきます。ハードディスクのライトキャッシュはパフォーマンスの向上に大きく

貢献し、運用環境を含めてこの機能の使用が推奨されており、すべてのハードディスクで使用可能です。そ

の際、停電とそれに伴うデータ損失から保護するために UPS を使用することが推奨されます。 

ディスクサブシステムのサイジングについては、これとは別に『パフォーマンスレポート – PRIMERGY の

モジュラー RAID』［関連資料 5］でも説明しています。 

ターミナルサーバが、同時にファイルサーバまたはデータベースサーバとしても利用される場合は、ファイ

ルサーバまたはデータベースサーバの追加の基準がディスクサブシステムに適用されます。ただし、システ

ムが非常に限定的なワークグループ環境で使用されている場合を除き、いくつもの用途に使用することはお

勧めできません。ターミナルサーバ、ファイルサーバ、データベースサーバ、またはアプリケーションサー

バなど、タスクごとに専用システムをインストールしてください。サーバシステムは、そのタスク領域に対

してのみ最適な調整が行えます。 

サーバシステム内のハードディスク数によって、次の推奨事項が適用されます。 

ハードディスク 2 台、セキュリティを重視した構成：利用できるハードディスクが2台だけで、セキュリティを

重視している場合は、セキュリティの観点から RAID 1 でミラーリングをセットアップします。その後、オ

ペレーティングシステム、ページング領域、各種アプリケーションを配置します。ミラーリングは、Windows 

の機能に付属したソフトウェアソリューションや、ほとんどすべての PRIMERGY が標準で提供しているオン

ボード RAID 1 機能を利用して実装できます。または、RAID コントローラーを使用することでも可能です。 

ハードディスク 2 台、パフォーマンスを重視した構成：より良いパフォーマンスを実現するには、ミラーリン

グされたディスクではページファイルを構成しないようにします。利用できるハードディスクが 2 台だけの

場合、1 番目のディスクでオペレーティングシステムとアプリケーションをホストし、2 番目のディスクでは

ページファイルを保存するようにします。オペレーティングシステムのディスクがミラーリングされていな

いため、このディスクにはユーザーデータを配置しないようにして、定期的な間隔でバックアップを取るよ

うにします。 

3 台以上のディスク：合計 3 台以上のハードディスクを利用できる場合、2 台のハードディスクを RAID 1 お

よびオペレーティングシステムを利用してミラーリングし、そこにアプリケーションを配置します。ページン

グ領域は 3 番目の専用ハードディスクに配置します。これは、ミラーリングされたディスクでのページファ

イルの構成が、パフォーマンスに大きな影響を与えることがあるためです。これらのデータはすべて一時的

な性質を持っているので、RAID を利用した予防対策はもちろん必要ありません。 
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データベースサーバ 

ファイル 
サーバ 

アプリケーションサーバ 

 

ターミナルサーバ 

 

 ネットワーク ネットワーク 

 

ネットワーク 

ネットワークは、ターミナルサーバ環境で重要な役割を果たしますが、詳細を説明するとそれ自体が独立し

た文書になるほどなので、ここでは簡単に説明します。ターミナルサーバファームではなく個々のターミナ

ルサーバに焦点を絞って説明します。また、実際にターミナルサーバとの統合によく使用されるネットワー

クトポロジーについて説明します。 

個々のターミナルサーバを検討するときは、ネットワーク接続に関連して、ターミナルサーバがすべてのユー

ザーに提供する、必須帯域幅を考慮に入れる必要があります。ターミナルサーバに必要な帯域幅は、ユーザー

によって大きく異なります。たとえば、Office 環境でテキストの処理を多く行うユーザーは、2D または 3D ア

プリケーションのユーザーよりも、必要とする帯域幅は尐なくなります。また、使用される転送プロトコル

も重要な役割を果たします。最近、Citrix が開発した ICA プロトコルは、Microsoft の RDP よりも効率的で

あることが証明されました。 

ギガビットイーサネット接続を提供する現在の PRIMERGY を使用することで、ターミナルサーバを高いパ

フォーマンスレベルで稼動させることが出来ます。 

タスクのシナリオにおいて、ターミナルサーバ上で動作するアプリケーションが大量のデータ、データベー

ス、またはホストアプリケーションにアクセスする必要がある場合、データ転送を分離するために、サーバ

サービスへのアクセス専用のネットワークカードを、ターミナルサーバに増設し、サーバ/サーバおよびクラ

イアント/サーバの 3 層構成にすることを推奨します。 

 

ターミナルサーバ環境では、次のネットワークトラフィックを考慮する必要があります。 

 ターミナルサーバと Active Directory 

個々のユーザーがドメインにログオンするときは、主に Active Directory からの情報が必要です。実際

の構成では、この種のトラフィックは多くの場合、クライアントネットワークから分離されたネット

ワークセグメントを介して処理されます。 

 クライアントとターミナルサーバ 

キーボードおよびマウスのアクティビティーはターミナルサーバに転送され、表示コンテンツの変更

はクライアントに送信されます。 
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インフラストラクチャー 

これまでの説明で、すでにターミナルサーバが独立したものであることを学習しました。シミュレーション

環境には、ターミナルサーバと連携する他のコンポーネントが含まれていました。ただし、これらのコンポー

ネントは常に一定で、ボトルネックにならないよう設計されていました。しかし実際には、常にこれがあて

はまるわけではありません。このセクションでは、ターミナルサーバ環境内で、全体的にマイナスの印象を

ユーザーに与える可能性があるインフラストラクチャーのコンポーネントについて説明します。 

クライアント 

サーバリソースとネットワークに加え、シンクライアントもサーバベースコンピューティング環境の一部を

構成します。言い換えれば、クライアントに関することであれば、全体的な構成に与えるパフォーマンスの

影響に関する問題も対象となります。昔ながらのサーバベースコンピューティングでは、実際のアプリケー

ションはサーバ上で実行されます。クライアントの CPU パフォーマンスが必要となるのは、ネットワーク処

理とイメージ処理のみですが、演算能力に対する要求を考える上では無視できません。アプリケーションの

実行に要する全体時間は、使用するクライアントシステムによって大きく異なることがわかりました。しか

し、現実的な稼働状態では、こういった違いは、パフォーマンスに対してユーザーが持つ印象に反映される

程度で、ターミナルサーバシステムのパフォーマンスに直接的な影響を与えることはありません。 

シンクライアントに求められる性能は第一に、解像度、カラー深度、および複雑性（テキスト、グラフィッ

クス）などグラフィックス作成に必要な要件によって決まります。また、サーバ側で実行されるアプリケー

ションに、純粋なサーバベースコンピューティングの範囲を超える要求がある場合には、その要求にも依存

します。 

従来の（シン）クライアントに加え、ターミナルサーバに接続する、ノート PC または PDA などのモバイル

デバイスの要求もあります。通常、これらのデバイスがケーブルでつながったネットワークに接続すること

はなくなり、無線 LAN（W-LAN）またはモバイル無線ネットワーク（汎用パケット無線サービス - GPRS ま

たは Universal Mobile Telecommunication System - UMTS など）を利用して接続します。 

これは、リソースをあまり消費しない ICA プロトコルの場合は問題にはなりません。ICA プロトコルは、特

に低速接続に適した設計になっており、多くの PDA 向けの ICA クライアントが存在します。ターミナルサー

バアプリケーションだけを使用し続けるユーザにとってはそういったデバイスは理想的なものではありません

が、モバイルを利用してごくたまにターミナルサーバにアクセスするようなユーザーにとっては、このソリュー

ションの柔軟性と機能性は有益なものです。 

Active Directory 

通常の状況下では、ターミナルサーバのユーザーはドメインで認証されます。つまり、ターミナルサーバが、

Active Directory に入力されたユーザーの証明書を検証します。ごく小規模のワークグループ環境を除き、Active 

Directory とターミナルサーバは常に別のシステム上で実行され、ターミナルサーバシステム自体でユーザー

が管理されることはありません。Active Directory は、ターミナルサーバのない環境と同じ要件を満たす必要

があるため、Active Directory も、Active Directory とターミナルサーバ間のネットワークも、ボトルネックに

ならないようにする必要があります。 

ユーザープロファイル 

ユーザープロファイルは、個々のユーザー設定を格納する働きがあります。ターミナルサーバのユーザーが

ドメインにログオンするときでも、Active Directory 環境では、デフォルトでユーザープロファイルがターミ

ナルサーバに保存されます。特に負荷分散されたターミナルサーバファームでは、ユーザープロファイルが

集中的にネットワーク内のサーバに保存される必要があります。これは、セッションが行われたターミナル

サーバに関係なく、ユーザーが常に同じ設定を見つけられるようにするためです。この機能はすでに、さま

ざまなワークステーションからログオンする「ローミングユーザー（移動ユーザ）」と呼ばれる仕組みによっ

て実現されています。ターミナルサーバを利用するとき、さまざまなユーザープロファイルを管理する必要

がある点を考慮します。たとえば、ワークステーションのローカルのオペレーティングシステムが、ターミ

ナルサーバのオペレーティングシステムと異なるときや、それぞれで異なるアプリケーションが利用可能に

なっているときがこのケースに該当します。この理由から、（ローカルの）ユーザープロファイルに加えて、

ターミナルサーバのユーザープロファイルもローカルにロードするように設定できます。固定ユーザープロ
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ファイルは、サーバベースのユーザープロファイルの一種で、ユーザーが変更することはできません。サー

バベースのユーザープロファイルは、一般的にできるだけサイズを小さくして保管します。 
 

DNS 

DNS もターミナルサーバ環境で使用され、接続の名前解決を行います。特に負荷分散環境では、この方法を

使用して、仮想名を仮想 IP アドレスまたは実 IP アドレスにリンクし、ユーザーにはターミナルサーバファー

ムが単一のサーバに見えるようにします。したがって、ユーザーがターミナルサーバへの接続を確立できる

ように、DNS は常に利用可能になっている必要があります。一般的に DNS はボトルネックにはなりません

が、フェイルセーフで冗長性を持たせた設計にする必要があります。 

ターミナルサービスライセンシングサーバ 

ユーザーがターミナルサーバにログオンするとき、サーバはライセンシングサービスサーバを探し、ターミ

ナルサーバを経由したアクセスに対する有効なライセンスをライセンシングサーバに要求します。多くの構

成では、このライセンシングサーバは別のシステムになります。 

バックエンドサーバ 

負荷分散されたターミナルサーバファームでは特に、ユーザーファイルは、ターミナルサーバのローカルハー

ドディスクではなく、ファイルサーバまたは NAS システムに保存されます。大規模な環境では、メール、デー

タベースなど、他のサービスも必要となることが想定されます。つまり、Exchange、SQL、または SAP R/3 

などのアプリケーションのサーバが、ターミナルサーバとともに存在するということです。クライアントか

らターミナルサーバへの接続に必要なネットワークの帯域幅は小さいものですが、バックエンドサーバとター

ミナルサーバの接続では、十分なネットワークおよびプロセッサの容量を利用できるようにする必要があり

ます。個々のサーバの種類についての詳細は、本書の記述範囲を超える内容となるため、別途パフォーマン

ス調査およびサイジングガイド各種を参照してください。ターミナルサーバでバックエンドサービスをホス

トすることは推奨できません。 
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過負荷時の動作 

すべての PRIMERGY で（強力なサーバでは特に）、一見正常な負荷状態になっているシステムが、いくつか

のユーザーを追加しただけで過負荷になる場合があります。ユーザー数、システムの CPU 負荷、および応答

時間の関連性を見てみると、使用率が増えるにつれてターミナルサーバの応答時間がどうなるのかを確認で

きます。ユーザー数は、25 分間の測定のうち最初の 15 分間で徐々に増え続けます。各ユーザーは、まずロ

グインし、次に Microsoft Word で作業し、約 16 分後、最終的にログオフする、という動作をすべて繰り返

します。 

この作業は、ユーザーのログオン（青

のグラフ）が比較的短いタイムスラ

イスに分散していて、すべてのユー

ザーがほぼ同時に作業を開始する場合

の実際の状態に非常に近い動作となり

ます。ターミナルサーバの CPU 使用

率は、100 ％近くに達するまで一定の

割合で増加しました（赤のグラフ）。

さらに重要な事がわかる２つの測定結

果があります。ユーザーがターミナル

サーバへのログオンに必要とする時間

（赤紫のグラフ）および Microsoft 

Word を使用して画像を追加するため

に必要な時間（緑のグラフ）です。

ターミナルサーバへのログオンでは、

ログオンのプロセス自体だけでなく、

ユーザーのデスクトップも起動する必

要があります。このグラフから、ログ

オンするときのターミナルサーバの負荷は、Microsoft Word で画像を挿入する負荷よりも高いことがわかり

ます。本質的にターミナルサーバに高い負荷をかけるアクションは、負荷の低いアクティビティーと比較し

て、高負荷の状態での処理速度の低下の幅が大きくなります。ターミナルサーバの使用率には、次の 3 つの

フェーズがあります。 

 ターミナルサーバの CPU 負荷が 70 ％を下回っているときは、サーバの応答時間はほんの尐し長く

なるだけで、ユーザーにはわかりません。 

 ターミナルサーバの CPU 負荷が 70 ％～ 90 ％のときは、サーバに高い負荷をかけるアクションの処

理速度が低下しますが、応答時間は引き続きユーザーの許容範囲内です。サーバにさほど高くない負

荷をかけるアクションは、平均すると同じ応答時間を示しますが、応答時間の変動が起こる可能性が

あります。 

 ターミナルサーバの CPU 負荷が 90 ％を超えると、サーバは明らかに過負荷となります。ユーザー

アクションによってはサーバの応答がかなり遅くなり、ログインなどの特定のアクションではさらに

時間を要します。ただし、もっと簡単なアクションでも、応答時間が相当長くなります。こうなると、

ユーザーはサーバの応答時間の長さを許容できなくなります。 

プロセス数 

逆説的に聞こえるかもしれませんが、利用できる CPU とメモリリソースが十分であっても、パフォーマンス

のボトルネックが発生する可能性はあります。ディスク I/O またはネットワークもボトルネックを示してい

ないかも知れません。、この場合はシステムアーキテクチャーに問題があります。特に、負荷の尐ないプロセ

スを多数発生させるユーザーが多くなると、この状況が引き起こされます。ここでは、プロセッサキューが

重要な役割を果たします。プロセッサのパフォーマンスとプロセッサ数に依存する状況では、ある時点で、

システムがそれ以上のプロセスを処理できなくなり、クライアントにサービスを提供できなくなります。原

則として、このような状況でもシステムは、プロセスの管理だけに携わっています。技術的に言えば、マル

チタスクを実行しているオペレーティングシステムでは、各プロセスに指定されたタイムスライスがあり、

すぐには解放できません。この状況を改善するには、タイムスライスを小さくして、ターンアラウンドタイ

ムを向上するしかありません。ただしこのような対処は、他の負荷の状況では、オペレーティングシステム

の行う基本的な仕事に悪影響を与えることもあります。こういった状況が発生するときのプロセス数は、利

用できる CPU パフォーマンスおよび CPU 数に加え、使用するアプリケーションにもよるため、一般的な公

式は作成できません。また、メモリや演算処理パフォーマンスなど他のリソースの影響は圧倒的に小さなも

のなので、このような状況は、パワーユーザーの場合にはほとんど表面化しません。 
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PRIMERGY のスケーリング 

ターミナルサーバの効率性は、CPU のパフォーマンスとメインメモリで決まります。 

メモリ構成は、公式を使用して簡単に評価できます。 

 

さまざまなアプリケーションを同時に使用している場合、同時に使用するアプリケーションのメモリ要件を

合計する必要があります。 

指定した量のメモリに対するユーザー数は、公式を利用して算出できます。 

 

残念ながら、CPU パフォーマンスについては簡単な公式はありません。ミディアムユーザーまたはヘビーユー

ザーの場合、一般的に CPU パフォーマンスによって制限を受けることになります。ライトユーザーの場合、

ユーザーの最大数は、プロセス数やスレッド数など他のシステムリソースによって制限を受けることが多く

なります。 

さまざまなプロセッサが搭載できるため、各 PRIMERGY モデルを使用できるユーザー数は特に定まってい

ないと思われるかもしれませんが、実際には一定の幅があります。また、あるモデルのパフォーマンスの限

界と、次のさらに強力なモデルのパフォーマンスの最低ラインとの明確な区切りがあるわけではありません。

反対に、システム間には重複する部分があります。したがって、次の結果は、当社が実施した一連の測定か

ら得られたもので、パフォーマンス範囲のイメージを与えることのみを目的としています。次の図は、

PRIMERGY を相互に比較したものです。 
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システムはさまざまな負荷プロファイルで測定されたため、ユーザーの絶対数は指定されていません。反対

に、システムの相対的なパフォーマンスは、ターミナルサーバのアプリケーションで示されます。ここでは、

PRIMERGY RX300 S3 を基準とし、このシステムで測定されるユーザー数を 100 ％として設定しています。

他のすべてのシステムは、さまざまな負荷プロファイルを使用していることを考慮しながら、基準値と比較

したときの相対的な値として表しました。 

ターミナルサーバまたはターミナルサーバファームを計画している場合は、あらかじめユーザー動作の正確

な分析に時間をかける必要があります。 

 ターミナルサーバで通常提供される必要があるアプリケーションはどれか 

 どのユーザーがいつ、どういう頻度でそのアプリケーションを使用するか 

 そのアプリケーションは、どの程度集中的に使用されるか 

 クライアントが使用している画面解像度とカラー深度 

 どのネットワークとプロトコルを使用するか 

 期待される応答時間はどのくらいか 

大規模な構成の場合、実際の作業環境を使用したパイロットフェーズを必ず実施してください。 
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分析ツール 

パフォーマンスの問題が発生した場合、またはシステムの移行に先駆けて、ターミナルサーバ環境を分析す
ることが役に立ちます。必要となる詳細さの度合いに応じて、多尐複雑ですが、さまざまな方法で、現在の
状況の概要を表示したり、システム負荷を記録したりすることができます。以下に、システム分析に使用す
るツールを簡単に紹介します。ツールの詳細については、本書の記述範囲を超えるため説明しません。 

タスク マネージャ 

もっとも有名なツールは、Windows のタスク マネージャ「taskmgr.exe」で
す。このツールは、すべての Windows Server オペレーティングシステム、
および Windows XP に含まれています。タスク マネージャを使用すれば、
現在のシステム使用率の概要をすばやく表示できるだけでなく、実行中のア
プリケーションまたはプロセスおよびネットワーク使用率も表示できます。
管理者は、プロセスを終了したり、プロセスの優先順位を変更したりするこ
ともできます。選択するには、タスクバーの空白部分でマウスの右ボタンを
クリックし、次に［タスク マネージャ］をクリックします。このプログラム
にはオンラインヘルプが提供されています。その他の情報は、インターネッ
トの Microsoft サイトにあります。ターミナルサーバシステムでは、［プロセ
ス］タブで［全ユーザーのプロセスを表示する］の設定を選択することをお
勧めします。［パフォーマンス］タブでは、［表示］の下で［カーネル時間を
表示する］を設定することも、カーネル個別の CPU 使用率の監視に役立ち
ます。 

Sysinternals Process Explorer 

フリーウェアプログラムの「Process Explorer」ではさらに詳細な情報
が提供されます。このプログラムは、2 人の Windows 専門家、Mark 

Russinovich 氏と Bryce Cogswell 氏により、www.sysinternals.comか
ら無償で提供されています。このプログラムでは、Windows のタスク 

マネージャよりはるかに多くの機能が提供されています。プロセスの
ツリービューにより、特にターミナルサーバシステムでユーザーへの
簡単なプロセスの割り当てが可能になり、拡張された「システム情報」
表示は特に優れています。「Process Explorer」はインストールの必要
がなく、タスク マネージャの代わりに Windows に統合できます。こ
のプログラムではオンラインヘルプが提供されますが、Sysinternals の 

Web ページでも有用な情報が提供されています。 

パフォーマンスモニタ 

前述のツールは、リソースの使用率を記録して保存するのにはあ
まり適していません。この目的のため、現行のすべてのバージョン
の Windows にパフォーマンスモニタとも呼ばれるシステムモニタ
があります。これを使用すると、いわゆるパフォーマンスカウン
ターを長時間にわたって観察できます。パフォーマンスカウンター
は、オブジェクトを主体にしてグループ化されます。カウンター
の一部は、さまざまなインスタンスに存在するため、同じものが
複数存在することもあります。たとえば、オブジェクト「Processor」
に対してパフォーマンスカウンター「%Processor Time」があり
ますが、マルチプロセッサシステムの場合は 1 つの CPU ごとに 1 

つのインスタンスと「%Processor Time」もその分だけ存在する
ことになります。Windows では、一部のパフォーマンスカウンター
はまだ利用可能になっていません。また、Citrix Presentation Server など多くのアプリケーションには、独自
のパフォーマンスカウンターが付属していて、オペレーティングシステムに統合され、パフォーマンスモニ
タ経由で照会可能になっています。パフォーマンスデータは、画面上でも監視できますが、ファイルに書き
込みオフラインで分析することをお勧めします。パフォーマンスカウンターの評価は、ローカルシステムだ
けでなく、リモートサーバでも可能ですが、対応するアクセス権限が必要となります。このプログラムは

「perfmon.exe」で呼び出すことができ、Windows のヘルプまたはインターネットの Microsoft の記事で説明
されています。また、［説明］の下にも個々のパフォーマンスカウンターの説明があります。 

パフォーマンスモニタは、演算処理時間を必要とする Windows のアプリケーションでもあることに注意しま
す。パフォーマンスモニタ自体がサーバの多大な過負荷になる可能性があり、そうなるとパフォーマンスデー
タを判別および表示できなくなります。この場合、該当する値は 0 または空白になります。 

http://www.sysinternals.com/
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Windows Performance Toolkit 

Microsoft は、Windows Performance Tools（WPT）Kit という無償で利用できる公式ツールキットを提供して

います。これらのツールは、Windows Vista、Windows Server 2008 および後続の Windows オペレーティン

グシステムでのリソース消費だけでなく、システムおよびアプリケーションの動作の測定と分析にも適して

います。ツールは Event Tracing for Windows（ETW）をベースにしているため、発生するオーバーヘッドは

非常に小さいものです。コンテキストの切り替え、割り込み、スレッドの作成、その他さまざまなカーネル

またはアプリケーションの ETW イベントを通してトレースファイルに記録可能で、後で評価を行い、わか

りやすい構造のグラフまたは表で表示できます。このため、非常に詳細な方法で Windows システムの動作を

分析することができます。 

現在、ツールキットにはコマンドラインから実行できる 3 つのプログラムが含まれています。 

Xperf イベントの追跡と評価を実行します。 

Xperfview パフォーマンスデータを表示します。 

Xbootmgr ブートのトレースを作成します。 

基本的な手順は 4 ステップで構成されます。 

1) 「xperf」を使用してイベントの追跡を開始します。パラメーターを使用して、追跡する対象を正

確に制御できます。 

2) シナリオ分析を実行します。 

3) 「xperf」を使用してイベントの追跡を停止します。分析に必要な全データがトレースファイルに

書き込まれます。 

4) 「xperf」を使用してトレースファイルを評価するか、「xperfview」を使用してトレースファイルを

表示します。いずれも、別のマシンで実行することができます。 

CPU サンプリングのための Xperfview グラフの例 

http://msdn.microsoft.com/en-us/performance/cc752957.aspx
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ディスク IO サンプリングのための Xperfview グラフの例 

 

Windows Performance Tool Kit により、パフォーマンスモニタよりもはるかに詳細なシステム動作の分析が

可能になります。ただし、長期間にわたって、または多くのプロセスで高負荷になるシステムでイベントを

記録すると、トレースファイルが非常に大きくなります。そのため、たとえばパフォーマンスモニタが 1 日

または 1 晩といった長時間のシステム動作の分析に使用できるのに対して、このツールは「スナップショッ

ト」の分析に適しています。 

Windows Performance Analyzer は、Windows XP および Windows Server 2003 での限定的な範囲にのみ使

用できるツールです。イベントトレースも書き込み可能ですが、トレースのデコードを含むすべての分析

（「Xperfview」を使用したグラフィカルなプレゼンテーションも含む）は、Windows Vista および Windows Server 

2008 システムで実行する必要があります。 
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Citrix Resource Manager 

Citrix の  Resource Manager  も 、 Citrix 

Presentation Server Enterprise Edition を使

用した大規模なターミナルサーバ構成で使用

されることがあります。Citrix Presentation 

Server に関連するパフォーマンスカウンター

のユーザーフレンドリなビューを提供すると

同時に、管理者への通知が可能なしきい値監

視機能も提供します。しきい値は、あらかじ

め特定の値に設定されていますが、必要に応

じて調整できます。これらのしきい値は Citrix 

Resource Manager ソフトウェアで設定され

ているため、現在利用できるさまざまなパ

フォーマンスカテゴリーに対して、個々に調

整せずに正確な結果が得られるかどうかは疑

問が残ります。 

 

16GB メインメモリとギガビット LAN を搭載した Windows Server 2003 Enterprise Edition 32 ビット版での 

Citrix Presentation Server 4.0 ターミナルサーバでは、次の値がデフォルトで設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、Citrix システムの定期的な操作（ベースライン）にしきい値が調整された場合、しきい値を超えると

適切なタイミングで警告またはアラームがトリガーされるため、管理者は早期にボトルネックを検出できま

す。Citrix Resource Manager については、Citrix からの添付ドキュメントを参照して下さい。 

オブジェクト カウンター 警告 エラー 

Citrix MetaFrame Presentation 
Server 

Data Store Connection 
Failure 6 60 

論理ディスク % Disk Time 400 600 

論理ディスク % Free Space 10 5 

メモリ Available Bytes 858924851 343569940 

メモリ Pages/sec 3000 5000 

ネットワークインターフェイス Bytes Total/sec 3000000 4000000 

ページングファイル % Usage 40 50 

プロセッサ % Interrupt Time 0.3 0.4 

プロセッサ % Processor Time 80 90 

システム Context Switches/sec 120000 14000 

ターミナルサービス Active Sessions 50 100 

ターミナルサービス Inactive Sessions 10 20 
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Microsoft Operations Manager 2005（MOM） 

Microsoft は Microsoft Operations 

Manager（MOM）2005 という強

力なソフトウェア製品を提供して

います。これを利用して、さまざ

まなサーバグループのイベントお

よびシステムパフォーマンスを企

業ネットワーク内で監視できます。

MOM は、レポートおよびトレンド

分析を作成するだけでなく、アラー

トおよびエラーの発生時に障害の

予測や通知を行います。 

このとき、イベントログのような

既存の Windows リソースを利用し、

パフォーマンスカウンターを読み

取ってサービスを監視します。  結

果は、SQL データベースに保存さ

れます。これはサーバのグループ全体を監視するのに便利です。 

Microsoft および他のベンダーからは MOM の追加管理パックが提供されており、MOM データベースにシス

テムまたはアプリケーション固有のルールやレポートを保存します。このように、MOM はターミナルサー

バを監視するだけでなく、同時にさまざまなサーバタイプも監視できます。 

ターミナルサービスでは、次のコンポーネントのターミナルサーバ固有のルールおよびレポートを含む「Microsoft 

Terminal Server MOM 2005 Management Pack」を追加することができます。 

 ターミナルサービス 

 ターミナルサービスライセンシングサーバ 

 セッションディレクトリサーバ 

さらに、パフォーマンスの監視も行います。 

たとえば、520 以上のターミナルサーバセッションがアクティブになったり、15 分間でセッションのプロセッ

サ負荷が 80 ％を超えたりしたとき、アラートを発生させます。20 以上のターミナルサーバセッションが非

アクティブになったり、キャッシュヒット率が 99 ％を下回ったりした場合は、エラーが表示されます。これ

らの事前定義されたルールは、カスタマーごとの状況に合わせて調整する必要があります。 

また、ユーザーの振る舞いに関する情報を得るために、一定時間のアクティブなセッションと非アクティブ

なセッションを観察することもできます。 

MOM の機能については、本書の記述範囲を超えるため、説明しません。MOM および個々の管理パックにつ

いての詳細な説明は、インターネットの Microsoft のサイトで利用できます。 
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ボトルネック分析 

既存のターミナルサーバ環境がどのように動作するのかを予測するには、またはパイロット環境のターミナ

ルサーバの負荷を評価するには、自分でボトルネック分析を行うか、当社のプロフェッショナルサービスに

ボトルネック分析を依頼する必要があります。 

パフォーマンス値を記録または監視することで、測定結果から正しい結論を導くことができます。さまざま

なパフォーマンス関連のサーバオブジェクトの重要なパフォーマンスカウンターについて説明する前に、パ

フォーマンスカウンターの標準的な動作パターンの一部を簡単にご紹介します。サーバシステムでのボトル

ネックを分析する場合、ボトルネックの状況のスナップショットから結論を出すのが簡単です。さまざまな

負荷のもとでのサーバシステムの動作を調べたり、比較のためのベースラインを準備しておくことは、非常

に役立ちます。 

100M ビットのネットワーク接続など、理論上実現可能な最大値に関するネットワークスループットなどの

一部の測定値を設定できる一方で、1 秒あたりのコンテキスト切り替え数など、設定できない測定値もあり

ます。 

以下は、負荷に対する典型的な曲線です。 

直線 

パフォーマンス値は負荷に対して同じ比率で増加

します。ボトルネックはありません。 

 
 

対数 

負荷が増えると、パフォーマンスカウンターの増

加は続かなくなり、飽和状態に至ります。これは、

ボトルネックを示している可能性があります。 

一定 

パフォーマンスカウンターは負荷に依存せず、一

定です。ステップ関数の異なる段階では異なる負

荷が形成されている可能性があります。 

指数 

負荷が低い範囲では、曲線は比較的緩やかに上昇

し、負荷が増加すると急激に上昇します。極端な

ケースでは、1 人ユーザーを追加しただけで限界を

超える可能性があります。 

 

次に、個々のパフォーマンスカウンターについて、システムコンポーネントに従ってグループ化して説明し

ます。続いて、サンプルスクリプトを追加してあります。このスクリプトは、多尐の調整を行ったうえで、

ターミナルサーバシステムに直接使用することができます。 
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演算処理パフォーマンス／システム 

最も重要なパフォーマンスカウンターは次のとおりです。 

 ¥Processor(*)¥% Processor Time または ¥Processor(_Total)¥% Processor Time 

 ¥System¥Processor Queue Length 

「% Processor Time」は、コンピュータが使用された時間の合計です。各 Windows システムでは、「System 

Idle Process」が実行され、これはタスク マネージャまたは Process Explorer を使用しても表示できます。

このアイドルプロセスが受け取らないすべての CPU 時間は、「% Processor Time」です。「% Processor Time」

には、Windows が認識するいくつかのインスタンス（論理 CPU ごとに 1 つ）あります。後に示すサンプル

構成では、オブジェクト「Processor(*)」を使用して既存のすべてのプロセッサとその合計を記録しています。

個々のプロセッサの使用率は、特に負荷の低い範囲では必ずしも常に同じように高い必要はなく、このよう

な状況はハイパースレッディングでよく起こります。また、ターミナルサーバのアプリケーションを使用す

るとき、通常は全体の CPU 負荷が 100 ％になることはほとんどありません。並行して稼動する論理プロセッ

サが増えるほど、CPU 負荷の平均値は低くなり、これはターミナルサーバがすでに過負荷になっている場合

でも同様です。 

「Processor Queue Length」は、実行待ちのスレッド数を示します。このカウンターは、CPU 固有ベース

ではなく、システムごとに 1 個のみ利用できます。したがって、この値が常にプロセッサ数を超過するよう

な場合には注意が必要です。 

通常、「% Processor Time」および「Processor 

Queue Length」は、サーバに負荷がかかると、どち

らも増加します。右のグラフは、ターミナルサーバ

の負荷が徐々に増加した時の「% Processor Time」

および「Processor Queue Length」の標準的な曲線を

示しています。「Processor Queue Length」の曲線

のピークとともに、80 ％を超えた「% Processor 

Time」は、永続的に高いレベルのままになり、重大

な状態です。 

ただし、必要な CPU リソースが引き続き利用可能

な状況でも、さまざまな小さいプロセスが実行待機

の状態で、システムはプロセス管理のためにすでに

過負荷になっているという状況も考えられます。 

追加のパフォーマンスカウンターには次のものがあります。 

 ¥System¥Context Switches/sec 

 ¥System¥System Calls/sec 

 ¥System¥Processes 

 ¥Processor(*)¥Interrupts/sec または ¥Processor(_Total)¥Interrupts/sec 

「System Calls/sec」は、1 秒あたりのシステムコール数をカウントします。「Context Switches/sec」は、

スレッド間またはユーザープログラムとカーネルアクティビティー間の切り替えなど、1 秒ごとのコンテキ

スト切り替え数をカウントします。「Processes」は、現在実行中のプロセス数です。「Interrupts/sec」は、

プロセッサインスタンスごとに、すべてのプロセッサの平均として存在するカウンターです。割り込みは、

ハードウェア、ネットワークカード、キーボード、マウス、システムクロックなどで開始される主なイベン

トで、これはプロセッサが処理する必要があります。64 ビットエディションの Windows では、32 ビットの 

Windows よりも、1 秒ごとの割り込み数の値が大幅に高くなります。ただし、この違いは割り込みのカウン

トの仕方だけによるものです。64 ビットの Windows ではプロセッサ間の割り込み転送も記録するのに対し、

32 ビットの Windows ではこれはカウントしないためです。 

通常、これらのカウンターは必要な演算処理パフォーマンスと同時に増加します。これらの曲線が飽和状態

のときは、システムがこれらのイベントを処理できないという重大な状態であることを意味します。飽和状

態は、他のパフォーマンスカウンターと関連付けて、長期間にわたって評価するのが望ましいとされていま

す。ユーザー数は、記録されたパフォーマンスカウンターに比べて急激に増加します。 
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また、CPU ボトルネックは欠陥のあるアプリケーションによっても引き起こされます。「アプリケーション」を

参照してください。 
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メインメモリ 

メインメモリの使用率に関して最も重要

なパフォーマンスカウンターは、次のと

おりです。 

 ¥Memory¥Available MBytes 

 ¥Memory¥Pages Input/sec 

 ¥Process(_Total)¥Working Set 

「Available MBytes」は、現在使用され

ていない物理メインメモリ（MB 単位）

です。「Pages Input/sec」は、1 秒ごと

にディスクから読み取るページ数を示し

ます。アプリケーションの「Working Set」

は、すでに使用されているメモリです。 

右にあるパフォーマンスの記録は 

PRIMERGY で作成されたもので、意図

的にメインメモリでボトルネックが発生

するようにしています。ここには、十分

なメインメモリを利用できる場合、より

多くのメモリが占有されるという、Windows オペレーティングシステムの機能が見て取れます。空きメモリ

が特定のしきい値を下回ると、メモリの「整理」および「Working Set」外部へのメモリスワッピングだけが

行われます。したがって、メモリの限界範囲を意識せずに動作しているシステムの場合、実際のメモリ要件を

単純に読み取ることはできないということです。しかし、ここで発生したようなボトルネックの状況では、

過剰なページングアクティビティーが顕著になります。メモリボトルネックは、「Available Mbytes」がしき

い値を下回った段階ですでに差し迫っているため、Windows は「Working Set」を減らしています。同時に、

ページングアクティビティー（「Pages Input/sec」）が増加します。さらに多くのメモリが必要になると、「Working 

Set」は段階を踏んでさらに減り、ページングアクティビティーは顕著に増えていきます。それに従って、パ

フォーマンスカウンター「Paging File¥%Usage」も増えます。 

次のパフォーマンスカウンターでも、メインメモリの使用率の目安がわかります。 

 ¥Memory¥Committed Bytes 

 ¥Memory¥Pages Output/sec 

 ¥Memory¥Pages Faults/sec 

 ¥Paging File(¥??¥C:¥pagefile.sys)¥% Usage 

「Committed Bytes」は、実行中のアプリケーションに割り当てられ、ページファイルで予約された仮想メイン

メモリの量を示します。これは、システムが仮想アドレス空間でボトルネックになりつつあるかどうかを認

識するために使用できます。 

「Pages Output/sec」は、1 秒ごとのページ出力数を示します。ページ出力とは、データをハードディスクに

書き込むことで、物理メインメモリが開放されることです。十分なメインメモリを利用できる場合でも、適

度な出力は行われます。メモリボトルネックは、この値が大幅に増加したときにのみ発生します。この値が、

ページファイルのあるハードディスクの容量と一致しているときには、特に注意が必要です。 

「Pages Faults/sec」は、1 秒ごとのページ障害の平均値で、物理メインメモリからのページ入力（ソフト障

害）とハードディスクへのアクセス（ハード障害）も含まれます。 

ページファイルの「Paging File¥%Usage」は、パーセンテージで表された占有率です。通常ページファイル

はわずかに占有されています。これは十分な RAM を利用できる場合でも同様です。ただし、これが急激に

増加する場合、メインメモリのボトルネックが発生している可能性があり、ページングアクティビティーの

別のパフォーマンスカウンターによって実証されます。 

メインメモリのボトルネックは、ページファイルのあるハードディスクのディスクカウンターと歩調を合わ

せるように増えていきます（「ボトルネックの分析 - ディスクサブシステム」セクションを参照）。 
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オペレーティングシステムリソース 

オペレーティングシステムの状態を分析する上で最も重要なパフォーマンスカウンターは、以下のとおりです。 

 ¥Cache¥Copy Read Hits % 

「Copy Read Hits %」は、システムキャッシュからの正常な読み取り操作のパーセンテージです。データが

システムキャッシュにある場合、ハードディスクアクセスが不要になり、パフォーマンスが向上します。Microsoft 

によると、このパーセンテージは常に 95 ％以上になっています。ただし、このパフォーマンスカウンターで

は、ターミナルサーバからの応答の遅延によって、数パーセントの低下がすでに見られることがあります。

サーバの動作が安定した状態で「Copy Read Hits %」が 99 ％を上回るのが理想的です。64 ビットのオペレー

ティングシステムと比較して、32 ビットのオペレーティングシステムでは、カーネルアドレス空間の制限に

よって、システムキャッシュが尐なくなります。 

特に、オペレーティングシステムのボトルネックをターミナルサーバ環境で分析するため、次の追加パフォー

マンスカウンターも必ず考慮に入れる必要があります。 

 ¥Memory¥Free System Page Table Entries 

 ¥Memory¥Pool Nonpaged Bytes 

 ¥Memory¥Pool Paged Bytes 

「Free System Page Table Entries」は、システムページテーブルの空きエントリ数を示します。このオペレー

ティングシステムリソースのボトルネックは、利用可能なエントリが残り数千程度になったときに発生しま

す。「Pool Nonpaged Bytes」は、非ページプールに現在使用されているバイト数です。非ページプールに

は、オペレーティングシステムによって、メインメモリに常に保存する必要があり、ページファイルには書

き込めないデータがすべて保存されます。「Pool Paged Bytes」は、ページプールに現在使用されているバ

イト数です。ページファイルに書き込むことができるシステムメモリ領域は、ページプールにあります。Windows 

Server 2003 32 ビット版オペレーティングシステムでは、これらのメモリ領域は限られていて超過すること

ができないため、非常に多数のユーザーがターミナルサーバで作業すると、この制限に到達してしまうこと

があります。大規模なメモリ構成によって大規模なカーネル構造になることはありません。反対に、さらに

多くのカーネルメモリが、管理操作やこれらのデータ領域のアドレッシングによって占有されます。 

右のグラフは、ターミナルサーバのオ

ペレーティングシステムリソースのボ

トルネックが継続的に増加するユーザー

負荷によって引き起こされた状況を示

しています。また、パフォーマンスカ

ウンター「Working Set」も、これを示

しています。サーバ負荷には 4 つの

フェーズがあります。Phase 1 では、

ターミナルサーバが高パフォーマンス

で、システムキャッシュのヒット率は

ほぼ 100 ％であり、十分な空き PTE 

が残っていて、ワーキングセットは

ページプールおよび非ページプール

と同様に ユーザー数とともに増加し

ます。Phase 2 では、システムキャッ

シュのヒット率が低下します。ページ

プールでは飽和状態が見られます。パ

フォーマンスはゆっくり低下していき

ます。Phase 3 では、システムキャッシュの効率性が大幅に低下し、その一方でページプールリソースはペー

ジングアクティビティーで継続的に解放されています。ただし、ターミナルサーバのパフォーマンスは、シ

ステムキャッシュでの容量不足によって、ディスクアクティビティーが増加しているため、すでに満足でき

るものではなくなっています。このフェーズを過ぎてシステムが過負荷になった場合、ページプールが飽和

状態になります。また、「Working Set」の増加も起こらなくなり、空き PTE は最小値まで減尐しています。

さらに、ターミナルサーバのパフォーマンス低下に加え、一部のユーザーがログオンできなくなったり、ア

プリケーションが起動または処理できなくなったりします。 
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ただし、「メインメモリ」セクションで示したメインメモリのボトルネックの場合と異なり、まだ十分な空き

物理メモリが残っています。この場合、測定終了時に 32 GB の物理メインメモリのうち、システムにはまだ  

26 GB が空いている状態です。 

ディスクサブシステム 

ディスク使用率の評価で最も重要なパフォーマン

スカウンターは次のとおりです。 

 ¥PhysicalDisk(*)¥Avg.Disk Queue Length 

または 

 ¥LogicalDisk(*)¥Avg.Disk Queue Length 

「PhysicalDisk」のパフォーマンスカウンターは、

物理ディスクでのすべてのアクティビティーを記

録しますが、「LogicalDisk」オブジェクトは、個々

のパーティション、たとえば C: または D: に従っ

てアクティビティーを分割します。RAID コントロー

ラー、SAN または iSCSI が使用されている場合、

「PhysicalDisk」カウンターは、その名前が示すのとは違って物理ディスクではなく RAID アレイまたは LUN を

参照します。 

カウンター「Avg.Disk Queue Length」は、読み取りおよび書き込み操作のディスクキューの平均ですが、

読み取りおよび書込み操作それぞれに対して別のカウンターが有効になっていることもあります。このパフォー

マンスカウンターは、ディスクサブシステムの負荷を示す重要なインジケーターで、実質的に利用可能なハー

ドディスクごとに 1 を常に超えないようにする必要があります。したがって、2 台のハードディスクで構成

される RAID 1 構成では、永続的に 1 を超えないように、また、ハードディスク 6 台の RAID 1+0 では、永

続的に 3 より高くならないようにします。サンプルのグラフは、1 台のハードディスク構成の「Avg.Disk Queue 

Length」を示しています。ここでは値が 1 を上回らないようにする必要があります。この記録の最初の期間

には、ハードディスクに大きな負荷がかかることはありませんでしたが、測定を終了する頃には、ディスク

サブシステムは明らかに過負荷になっています。 

ページファイルがあるディスクサブシステムのパフォーマンスは、常にメインメモリと合わせて検討する必要

があります。メインメモリを使い果たすと、Windows はメモリのいくつかの部分をハードディスク上のペー

ジファイルに移動し、後で再インポートします。これにより、ページファイルがあるハードディスクのディ

スクアクティビティーが際立って増加することになります。 

ディスクアクティビティーに関する詳細を示す、¥PhysicalDisk(*) および ¥LogicalDisk(*) オブジェクトの追

加のパフォーマンスカウンターは、次のとおりです。 

 Avg.Disk Bytes/Read 

読み取り要求の平均サイズ 

 Avg.Disk Bytes/Write 

書き込み要求の平均サイズ 

 Avg.Disk sec/Read 

読み取り要求ごとに必要となる時間の平均値（秒単位） 

 Avg.Disk sec/Write 

書き込み要求ごとに必要となる時間の平均値（秒単位） 

 Disk Read Bytes/sec 

1 秒ごとの合計読み取りバイト数 

 Disk Reads/sec 

1 秒ごとの合計読み取りオペレーション数 

 Disk Write Bytes/sec 

1 秒ごとの合計書き込みバイト数 

 Disk Writes/sec 

1 秒ごとの合計書き込みオペレーション数 
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カウンター「% Disk Time」は頻繁に使用されますが推奨できません。これは、現在の Windows のバージョン

では、「Avg. Disk Queue Length」を 100 倍したものとまったく同じであるためです。 

ハードディスクへのアクセスのパターンは、前述のパフォーマンスカウンター、つまり読取りおよび書き込

み済みブロックサイズと読み取りおよび書き取り時の遅延時間（「Avg. Disk sec」）から読み取ることができ

ます。この場合、これらの測定値は、「Avg.Disk Queue Length」がハードディスクのボトルネックの傾向を

示す場合、追加情報として評価されます。1 秒あたりの読み取りおよび書き込みオペレーション数は、使用

された平均要求サイズと使用された RAID レベルと関連付けて、ディスクサブシステムの使用率に関する結

論を導き出すのに使用することができます。ディスクサブシステムのサイジングについては、これとは別に

『パフォーマンスレポート – PRIMERGY 用モジュラー RAID』［関連資料 5］でも説明しています。 

また、iSCSI 経由で接続されたディスクサブシステムは、ハードディスクオブジェクトのパフォーマンスカ

ウンターに加え、後述のネットワークカードのパフォーマンスカウンターにも表示されます。 

 

ネットワーク 

ネットワーク負荷の単純なビューはタスク マネージャで提供されます。［ネットワーク］ページでは、個々

のネットワークカードおよびその「リンク速度」の「ネットワーク利用状況」の概要が容易にわかります。 

パフォーマンスモニタの記録では、次のパフォーマンスカウンターも考慮する必要があります。 

 ¥Network Interface(*)¥Bytes Sent/sec 

 ¥Network Interface(*)¥Bytes Received/sec 

「Bytes Sent/sec」および「Bytes Received/sec」は、サーバ側で、送受信されたデータをバイト数でカウン

トします。 

さらに、次のパフォーマンスカウンターの考慮にも意味があります。 

 ¥Network Interface(*)¥Packets Received/sec 

 ¥Network Interface(*)¥Packets Sent/sec  

「Packets Sent/sec」および「Packets Received/sec」は、サーバ側で送受信されたデータパケット数です。

平均パケットサイズは、データバイト数とパケット数の比率から計算できます。 

ネットワークパケットが大きくなるにつれ、ネットワーク使用率も高くなることが考えられます。 

ターミナルサーバがクライアントとサーバ間で使用するプロトコル RDP または ICA には、非常に大型のデー

タパケットは含まれません。したがって、100 M ビットのネットワークの使用率が 100 ％になることはほとん

どありません。この点では、Citrix Presentation Server の ICA プロトコルのほうが、Microsoft ターミナルサー

ビスの RDP プロトコルよりも多尐経済的です。 

ただし、ほとんどのアプリケーションシナリオでは、クライアント／サーバ通信に加え、バックエンドサー

バ、インターネットへのほかのネットワークトラフィック、または NAS や iSCSI を使用したときのディス

クサブシステムへのデータ転送も発生します。こういった異なるデータフローには、専用のネットワークイン

ターフェイスを使用することを強く推奨します。 

また、パフォーマンスモニタで、アスタリスク（*）の代わりに、さまざまなネットワークインターフェース

の名前を個別に指定して選択することもできます。上の例にあるように、ネットワークカード名として（*）を

指定した場合は、システムで利用できるすべてのネットワークカードが記録されます。また、ここにはルー

プバックインターフェースも含まれますが、通常ネットワークトラフィックは多くありません。 

パフォーマンスモニタまたはタスク マネージャが分析できるのは、ターミナルサーバ側から見たネットワー

ク使用率のみであるという点に注意してください。ネットワーク上の他のサーバおよびクライアントからの

データトラフィックは、記録できません。時に、サーバサイドネットワーク自体が小さすぎるという原因で

はなく、たとえばコンポーネントの障害や構成が正しくないことが原因で、またはこれらのコンポーネント

の接続でさまざまな問題が発生した結果として、問題が発生することがあります。この場合は、ネットワー

クの専門家に相談する必要があります。 
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ターミナルサーバ 

Microsoft ターミナルサーバ自体は、多くのパフォーマンスカウンターを提供するわけではありません。ただ

し、オブジェクト「Terminal Services Sessions」の下で、ターミナルサーバは個々のセッションの詳細な分

析を目的としたパフォーマンスカウンターをセッションごとに提供します。 

他のパフォーマンスカウンターを接続ユーザー数に関連付けられるように、ターミナルサーバの接続数も常

に記録する必要があります。 

 ¥Terminal Services¥Active Sessions 

ユーザーがターミナルサーバへの接続をログオフして終了するか、「切断」で単に接続を中断するだけなのか

によって違いがあります。後者の場合、アプリケーションはターミナルサーバで引き続き実行されており、

リソースは解放されません。ユーザーはこの接続で作業を継続できます。一部のアプリケーションは、接続

が切断された後も、プロセッサリソースを必要とします。これは、非アクティブセッション数 

 ¥Terminal Services¥Inactive Sessions 

もパフォーマンスプロトコルに含まれているためです。 

これら 2 つのパラメーターは、Microsoft ターミナルサービスでも、Citrix Presentation Server でも、同じよ

うに有効です。 

Citrix 自体でも、さまざまなパフォーマンスカウンターを持つパフォーマンスオブジェクトを提供しています。

次のパフォーマンスオブジェクトがインストールされます。 

 「Citrix CPU Utilization Mgmt User」 

「CPU Utilization Management」機能のためのカウンター 

 「Citrix IMA Networking」 

多数の接続およびネットワーク負荷のためのカウンター 

 「Citrix MetaFrame Presentation Server」 

特にデータストア、ローカルホストキャッシュ、ライセンシングのためのカウンター 

 「ICA Session」（個々のセッション用または合計「_Server Total」） 

ICA セッションに特定のカウンター 

ただし、これらのカウンターは、ターミナルサーバの特殊な評価には最適ですが、全般的なパフォーマンス

分析にはあまり適していません。 
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アプリケーション 

欠陥のあるアプリケーションは、時として、または永続的に CPU に負荷をかけることがあります。特にター

ミナルサーバに負荷をかけた場合は、このアプリケーションが複数回起動されることによって、システムパ

フォーマンス全体に致命的な結果を与えることがあります。アプリケーションにスレッドがある場合、たと

えば、無限ループに陥ったり、「アクティブに待機」したりする場合、最大で「100% / #CPUs」のプロセッ

サ時間が占有されます。2 つの論理プロセッサを持つシステムでは 50 ％、4 つの論理 CPU を持つシステム

では 25 ％です。システムが持つ論理 CPU が多いほど、そういったプログラムが与える影響は尐なくなりま

す。CPU ボトルネックが発生したときは、このパーセンテージの CPU パフォーマンスを永続的に必要とす

るアプリケーションが存在しないかを必ず確認します。一方、アプリケーションの負荷ピークが短期間であ

る場合は、まったく正常です。タスク マネージャまたは Process Explorer では、アプリケーションの様子を

簡単に見ることができます。次のスクリーンショットは、8 つの論理プロセッサを持つ PRIMERGY で総合

的な負荷シミュレーターを表示し、無限ループをシミュレートしています。Process Explorer では、12.50 ％

の CPU 負荷が示されています。つまり、この 1 つのアプリケーションが、プロセッサコアにすべての負荷を

かけているということになります。 

こういった動作は、ユーザーの個人使用向けに作成されたために、ターミナルサーバ環境には条件付きでの

み適用されるデスクトップアプリケーションによく起こります。Citrix Presentation Server 4.0 を使用してい

る場合、そういったアプリケーションの演算処理パフォーマンスは制限されることがあります。この制限は、

利用可能な CPU リソースが全体で尐なくなりすぎた場合にのみあてはまります。 

アプリケーションのメモリ要件もチェックする必要があります。当社の総合的な負荷シミュレーターは、お

よそ 1.5GB の仮想メモリを占有しますが、ワーキングセットは 5.3MB だけです。このアプリケーションは

大量のメモリを予約していますが、使用してはいません。アプリケーションがメモリ上で動作するときだけ、

ワーキングセットは増加し、システムで利用可能なメモリ（「Available Mbytes」）は減尐します。 

パフォーマンスモニタは、システム全体ではなく、個々の実行中のアプリケーションのさまざまなパフォー

マンスカウンターを表示するときにも使用できます。この目的のためにはオブジェクト「Process」が使用さ

れ、さらにインスタンスとして監視対象のプロセスが使用されます。 
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パフォーマンスモニタの構成スクリプト 

ここで、最も重要なパフォーマンスカウンターの構成例を示します。このスクリプトは必要に応じて拡張で

きます。通常、パフォーマンスカウンターの選択は、パフォーマンスモニタプログラムと結び付けて行われ、

*.htm ファイルの「Counter Log」として保存されます。この HTML ファイルは、他の環境にもインポートで

きますが、パラメーター番号（該当する場合）をシステム固有に設定する必要があるのと同時に、パフォー

マンスカウンターの追加や削除があったときは、番号を付け直す必要があります。 

リモート監視では、

「¥¥<server>」形式のサーバ

名をパフォーマンスカウン

ターの前に置く必要がありま

す。たとえば、サーバ「obelix」

の場合、「¥¥obelix¥Terminal 

Services¥Active Sessions」と

なります。個別のサーバに加

えて、いくつかのサーバも同

時にリモートで監視できます。 

代わりに、パフォーマンスカ

ウンターの構成をテキスト

ファイルに書き込み、コマン

ド「logman」を使用してロー

ドすることもできます。その

ためには、「logman -?」を使

用して「logman」コマンドの

ヘルプを参照します。 

右に示したものが、構成スク

リプトのすべてです。このス

クリプトは HTML ファイル(例

えば perf.htm)として設定でき

ます。メモ帳などのテキスト

エディタで編集し、［新しいロ

グの設定 ...］を使用してパ

フォーマンスモニタにイン

ポートします。特に重要なパ

ラメーターにはマーカーで色

が付いています。また、太字

のドライブ文字は、必要であ

ればページファイルの保存場

所に変更してください。 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><HTML> 
<HEAD> 
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft System Monitor"> 
</HEAD> 
<BODY> 
<OBJECT ID="DISystemMonitor1" WIDTH="100%" HEIGHT="100%" 
CLASSID="CLSID:C4D2D8E0-D1DD-11CE-940F-008029004347"> 
 <PARAM NAME="_Version" VALUE="196611"> 
 <PARAM NAME="LogName" VALUE="perf"> 
 <PARAM NAME="Comment" VALUE=""> 
 <PARAM NAME="LogType" VALUE="0"> 
 <PARAM NAME="CurrentState" VALUE="0"> 
 <PARAM NAME="RealTimeDataSource" VALUE="1"> 

 <PARAM NAME="LogFileMaxSize" VALUE="-1"> 
 <PARAM NAME="DataStoreAttributes" VALUE="1"> 
 <PARAM NAME="LogFileBaseName" VALUE="perf"> 
 <PARAM NAME="LogFileSerialNumber" VALUE="1"> 
 <PARAM NAME="LogFileFolder" VALUE="C:¥Perflogs"> 
 <PARAM NAME="Sql Log Base Name" VALUE="SQL:!perf"> 
 <PARAM NAME="LogFileAutoFormat" VALUE="-1"> 
 <PARAM NAME="LogFileType" VALUE="2"> 
 <PARAM NAME="StartMode" VALUE="0"> 
 <PARAM NAME="StopMode" VALUE="0"> 
 <PARAM NAME="RestartMode" VALUE="0"> 
 <PARAM NAME="LogFileName" VALUE="C:¥Perflogs¥perf.blg"> 
 <PARAM NAME="EOFCommandFile" VALUE=""> 
 <PARAM NAME="Counter00001.Path" VALUE="¥Terminal Services¥Active Sessions"> 
 <PARAM NAME="Counter00002.Path" VALUE="¥Terminal Services¥Inactive Sessions"> 
 <PARAM NAME="Counter00003.Path" VALUE="¥Processor(_Total)¥% Processor Time"> 
 <PARAM NAME="Counter00004.Path" VALUE="¥Processor(_Total)¥Interrupts/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00005.Path" VALUE="¥System¥Processor Queue Length"> 
 <PARAM NAME="Counter00006.Path" VALUE="¥System¥Context Switches/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00007.Path" VALUE="¥System¥Processes"> 
 <PARAM NAME="Counter00008.Path" VALUE="¥System¥System Calls/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00009.Path" VALUE="¥Memory¥Available MBytes"> 
 <PARAM NAME="Counter00010.Path" VALUE="¥Memory¥Free System Page Table Entries"> 
 <PARAM NAME="Counter00011.Path" VALUE="¥Memory¥Pool Nonpaged Bytes"> 
 <PARAM NAME="Counter00012.Path" VALUE="¥Memory¥Pool Paged Bytes"> 
 <PARAM NAME="Counter00013.Path" VALUE="¥Memory¥Page Faults/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00014.Path" VALUE="¥Memory¥Pages Input/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00015.Path" VALUE="¥Memory¥Pages Output/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00016.Path" VALUE="¥Memory¥Committed Bytes"> 
 <PARAM NAME="Counter00017.Path" VALUE="¥Process(_Total)¥Working Set"> 
 <PARAM NAME="Counter00018.Path" VALUE="¥Paging File(¥??¥C:¥pagefile.sys)¥% Usage"> 
 <PARAM NAME="Counter00019.Path" VALUE="¥Cache¥Copy Read Hits %"> 
 <PARAM NAME="Counter00020.Path" VALUE="¥LogicalDisk(*)¥Avg.Disk Queue Length"> 
 <PARAM NAME="Counter00021.Path" VALUE="¥LogicalDisk(*)¥Avg.Disk Bytes/Read"> 
 <PARAM NAME="Counter00022.Path" VALUE="¥LogicalDisk(*)¥Avg.Disk Bytes/Write"> 
 <PARAM NAME="Counter00023.Path" VALUE="¥LogicalDisk(*)¥Avg.Disk sec/Read"> 
 <PARAM NAME="Counter00024.Path" VALUE="¥LogicalDisk(*)¥Avg.Disk sec/Write"> 
 <PARAM NAME="Counter00025.Path" VALUE="¥LogicalDisk(*)¥Disk Read Bytes/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00026.Path" VALUE="¥LogicalDisk(*)¥Disk Reads/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00027.Path" VALUE="¥LogicalDisk(*)¥Disk Write Bytes/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00028.Path" VALUE="¥LogicalDisk(*)¥Disk Writes/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00029.Path" VALUE="¥Network Interface(*)¥Bytes Received/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00030.Path" VALUE="¥Network Interface(*)¥Bytes Sent/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00031.Path" VALUE="¥Network Interface(*)¥Packets Received/sec"> 
 <PARAM NAME="Counter00032.Path" VALUE="¥Network Interface(*)¥Packets Sent/sec"> 
 <PARAM NAME="CounterCount" VALUE="32"> 
 <PARAM NAME="UpdateInterval" VALUE="15"> 
 <PARAM NAME="SampleIntervalUnitType" VALUE="1"> 
 <PARAM NAME="SampleIntervalValue" VALUE="15"> 
</OBJECT> 
</BODY> 
</HTML> 
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測定ツール 

ターミナルサーバ用の標準ベンチマークというものはないので、ターミナルサーバのスケーリング用にさま

ざまな専用測定ツールや方法が用意されています。富士通テクノロジー・ソリューションズの他に、Microsoft 

および Citrix も独自のソフトウェアを使用していますが、特に有名なのは、Microsoft-Press の作者でターミ

ナルサーバの専門家である Bernhard Tritsch 博士が実施した、別個の負荷シミュレーターを使用した分析で

す。2002 年に設立された LoginConsultants 社では、サーバベースのコンピューティングセッションの測定

用の無償ツールをインターネットのサイトで提供しています。 

次の表は、さまざまなツールの特徴をまとめたものです。 

Microsoft 
 

ターミナル

サーバスケー

ラビリティ 

プランニング

ツール 

 Windows Server 2003 リソースキットの一部として、Microsoft（http://www.microsoft.com）

から提供されている負荷シミュレータースイートです。 

 Microsoft ターミナルサービス（RDP プロトコル）でのみ実行できます。 

 1 つの負荷ジェネレーターで最大 20 ユーザーが使用できます。 

 Knowledge Worker がリモートデスクトップやさまざまなアプリケーション（Microsoft 

Excel、Outlook、Internet Explorer、Word）と連携します。 

 キーボード入力は毎分 35 ワードです。 

 Windows パフォーマンスモニタを使用してパフォーマンスカウンターを記録します。 

Citrix 
 

CSTK /  
Citrix ICAMark 
3.0 

 CSTK は Citrix（http://www.citrix.com/cdn）が提供する負荷シミュレーターです。 

 Citrix ICAMark 3.0 は、CSTK に基づいた内部 Citrix ツールです。 

 Citrix Presentation Server（ICA プロトコル）でのみ使用できます。 

 負荷を生成しますが、個々のアクションの応答時間は計測せず、スクリプト全体の実行

時間の合計を測定するのみです。 

 ライトユーザー：Microsoft Excel、毎分約 20 ワード 

ヘビーユーザー：Microsoft Excel、Microsoft Access、Microsoft PowerPoint（順次） 

毎分約 40 ワード 

 Windows パフォーマンスモニタを使用してパフォーマンスカウンターを記録します。 

Fujitsu 
Technology 
Solutions 
 

T4US 

 Fujitsu Technology Solutions の自社開発 

 Microsoft ターミナルサービスおよび Citrix Presentation Server の両方 

 負荷ジェネレーターごとに最大 40 ユーザー 

 全ユーザーのさまざまなアクションの応答時間を監視し、参照用の測定と比較します。 

 中間負荷プロファイル： 

ログイン + デスクトップ + Office アプリケーション + ログオフ 

キーボードおよびマウス入力；データの読み取りおよび書き込み 

 Windows パフォーマンスモニタを使用してパフォーマンスカウンターを記録します。 

visionapp 
 

Remote 
Desktop + vRD 
Load Edition 

 visionapp（http://www.visionapp.com）の自社開発 

 測定は Microsoft ターミナルサービス（RDP プロトコル）を利用します。 

 負荷ジェネレーターごとに最大 40 ユーザー 

 デスクトップ + アプリケーション： 

メモ帳：テキストファイル、8.4 KB 

Microsoft Word：Word ドキュメント、3.1MB 

Acrobat Reader 7：PDF ファイル、3.8MB 

 ユーザーログオンは別として、テスト中の入力には効果がなく、アプリケーションでデー

タが作成されることはありません。 

 ログオン回数とともに、開始された接続数およびアプリケーション数を測定します。 

 Windows パフォーマンスモニタを使用してパフォーマンスカウンターを記録します。 

Login 

Consultants 

 

Login Virtual 
Session 

Indexer（VSI） 

 LoginConsultants（http://www.loginconsultants.com）による自社開発 

 VSI：変更不能な中程度の負荷プロファイルの無償バージョンです。 

 VSIpro：ライセンスが必要なカスタマイズ可能バージョンで、さまざまな負荷プロファ

イルを利用できます。 

 測定は SUT で実行されるため、プロトコルに依存します。 

 中間負荷プロファイル：ログイン、Outlook、Internet Explorer、Word、Excel、PowerPoint、

PDFWriter アクション 

 ユーザーセッションの開始と応答時間の測定を継続的に行います。 

 VSI の結果：応答時間に基づいた最大仮想セッション数 

http://www.microsoft.com/
http://www.citrix.com/cdn
http://www.visionapp.com/
http://www.loginconsultants.com/
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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
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