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ベストパフォーマンス SAN 環境
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SAN に接続された Windows サーバーのパフォーマンス低下
以下の 2 つのグラフはファイバーチャネルで接続した SAN（Storage Area Network: ス
トレージエリアネットワーク）にテストボリューム（クラスタサイズ：4KB）を設定した
Windows Server 2008 R2 で実施されたパフォーマンステストの結果です。
前者は一秒あたりの I/O 処理数(IOPS)を、後者においては平均レスポンス時間を計測し
たテストです。それぞれ同一のサーバー・ボリュームを用いてテストを実施していますが、
TEST 2 においてはテストファイルに単純な加工を加えてあります。（その他の設定に相
違はありません。）
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結果は一目瞭然、テストファイルに加工を加えた TEST 2 は TEST 1 の 1/3 程度の処理性
能しか発揮できていません。この性能差は SAN ストレージに接続されたすべての
Windows コンピューターが潜在的に有しているパフォーマンス低下リスクを表してい
ます。
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テスト方法の概要
このテストはベンチマークツールを使用して、様々な用途に使用されているサーバー環境
をシミュレートして実施されたパフォーマンステストです。実際の計測においては、約
20GB のテストファイルを生成し、4KB から 32KB の範囲でシーケンシャル/ランダム・
読み込み/書き込みが行われています。先の通りサーバーやストレージの設定に相違はあ
りませんが、前述の通りただひとつ TEST1 と TEST2 で異なるのはテストファイルの状態
です。このテストにおいて TEST 2 のテストファイルは論理的に 140 万超に細分化され
て保存されています。つまり断片化しているのです。
「断片化とはまた古典的な」とお思いになるかもしれませんが、現状 SAN や仮想化環境
で Windows の断片化対策（≒デフラグ）が行われているケースは非常に稀です。事実、
70％もパフォーマンスを損なう可能性があるにも関わらず、断片化対策（≒デフラグ）が
行われないのはなぜでしょうか。以降、NTFS の性質に関する解説を交えながらいくつか
の最新のソリューションとの関係性からこれを考察していきます。

対策が必要な理由
具体的な考察に入る前に、仮想マシンや SAN 等の仮想ストレージ環境で Windows オペ
レーティングシステムのデフラグを実行する意義について見直してみましょう。ここでは
運用上のリスクは想定しないものとします。
問題は NTFS のような論理ファイルシステム内のデータが断片化していると、オペレー
ティングシステムで余計な I/O リクエストが生成されてしまうことです。すなわちファ
イルシステム中の各「論理的な」断片化に対して、断片毎に個別の I/O 要求パケットが
生成され、ストレージレイヤに受け渡されます。このため、たとえばファイルが 100 個
に断片化していると、1 つの大きな I/O ではなく、小さな個別の I/O を 100 回生成す
ることになります。
このためオペレーティングシステムで多数の不要な I/O トラフィックを処理することに
なり、CPU やメモリの負荷が高くなります。多くの場合、このような過剰な I/O が SAN
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（Storage Area Network: ストレージ エリア ネットワーク）や仮想化プラットフォー
ムに送られることが、不要なオーバーヘッドの原因となります。
論理ファイルシステムにおいてクラスタ単位で連続しているデータが、実際のストレージ
メディア（すなわち、ディスク ドライブ/アレイ）で物理的にも連続している場合があり
ます。（つまり物理的にも、論理的にも断片化がない状態） これは通常大きな付加価値
となりますが、パフォーマンスを大幅に向上させるデフラグにおいて物理的に連続してい
ることは必須要件ではありません。
SAN で使用されるファイルシステム（たとえば、ログ構造のファイルシステム）では、
「ブ
ロック」レベルで意図的にデータを断片化することがあります。このようなファイルシス
テムでは、OS から生成されたランダムライトをストレージ内で結合しシーケンシャルラ
イト化します。これにより SAN 内部での I/O 処理は最小限に抑えられますが、各ブロッ
クがマッピングされる際はデータをメディアへ単純に記録するだけで、結合プロセスがブ
ロックの再順序付けに基づいていないため、実際にはこれらのシーケンシャルに書きこま
れたストライプ内のデータは物理的に断片化している可能性が高くなります。こういった
環境の場合、SAN に対する専用のデフラグソリューションがあるかどうかストレージのベ
ンダーに確認する必要があります。
領域として近くにあるかどうかに関わらず、断片化していないローカルディスクファイル
システム（NTFS）のメリットとは、オペレーティングシステムと仮想化プラットフォー
ム・ストレージが断片化により発生する余計な I/O を処理せずにすむため、より多くのオ
ペレーティングシステムをホスティングできるようになったり、大量のデータを高速で処
理できるようになったりすることです。
以降、エンタープライズシステムで用いられるストレージソリューションとの互換性から
断片化対策の行われない理由について考察していきます。
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ストレージ プールは多数の小さなストレージ単位（チャンク）で構成されている

シンプロビジョニング
シンプロビジョニングでは、1 つの統合ストレージ
プールからリソースを割り当てます。このストレー
ジ プールは通常、「チャンク」と呼ばれる割り当て
可能な単位に分割されています。「シン」環境での
ストレージのプロビジョニングは、利用可能なプー
ルと未割り当てのストレージから取得したチャンクで実行されます。
データがシンプロビジョニングされたコンテナ（たとえば、ダイナミック/シン仮想ディ
スクや LUN など）に追加されると、そのコンテナは通常ジャストインタイムですべての
書き込みを保存するのに要するチャンク数に応じて、チャンク（単数または複数）単位で
大きくなります。チャンクのサイズは、数キロバイトからギガバイトまでの幅があり、シ
ンプロビジョニング テクノロジーのベンダーごとに異なります。チャンクが固定サイズ
の場合も、ユーザーがサイズを選択できるソリューションの場合もあります。
チャンクが割り当てられる方法やタイミングも、ベンダーごとに異なります。 多くのシ
ンプロビジョニングテクノロジーでは書き込みごとに割り当てを行います。この場合ブロ
ック、特にブロックの変更が監視されます。新しいデータが書き込まれると、そのデータ
のスペースがジャストインタイムで割り当てられ、格納されます。

「シン オン シン」という用語は、
仮想プラットフォーム レイヤとスト
レージアレイレベルの両方でシン
プロビジョニングテクノロジーを使用
することを意味します。

シンプロビジョンテク
ノロジーの適用箇所

シンプロビジョンテクノロ
ジーの適用箇所
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スペースをプロビジョニングするもう 1 つの方法は、Windows ボリュームのハイウォー
ターマークに基づく方法です。ハイウォーターマークはここでのボリュームの定義による
と、最後に書き込まれたクラスタ/ブロックデータに関連する用語です。（ボリュームで
使用される最大論理クラスタ番号、すなわち LCN）。ハイウォーターマークを超えると、
すべてヌル（Null）と見なされます。

Windows XP 以降、最大

NTFS 書き込みおよび削除の構成

割り当てサイズまで（有

NTFS は必ずしも「シンに最適」ではありませんが、シンプロビジョニングディスク/LUN

効なデータ長とファイル

の問題になりがちという評価は不当だといえます。NTFS は高位の LCN に新たなデータを

の終わりの間のファイル
トレイル）を含むすべて
のファイル ストリーム
部分をデフラグできるよ
うになりました。

書き込み続け（つまりファイル消去により空き領域となった低位クラスタには戻って来ず
に）、なんの考慮もせずにすべてのクラスタを埋め尽くしてしまうと誤解されがちです。
この解説は正しくありません。
ストレージプロビジョニングに関連して NTFS 構成を考察する場合、さまざまなファイ
ルサイズをまず考える必要があります。NTFS には 3 つのファイルサイズがあり、いず
れもハイウォーターマークを使用します。
VDL(有効ファイル長)とは、データをキャッシュに格納するときに、そのデータを実際に
書き込めるファイルの長さを意味します。詳細を以下の図の青いバーで示します。VDL
はデータ間に分散した「隙間」が含まれることがあります。VDL を構成する最大書き込み
LCN は、ファイルのハイウォーター マークとなります。少なくともこのファイルに関連
して、ハイウォーターマークを超えて格納されるデータはありません。実際にゼロを書き
込まなくても、ハイウォーターマークで割り当てを行うストレージボリュームと同じよう
に、ハイウォーターマークを超えて試行された読み込みにはゼロ（0）が返されます。
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次のステップは「ファイルサイズ」です。ファイルサイズとは、VDL とまだ書き込まれ
ていない（未初期化）事前に確保された追加の空き領域で、ファイルテイル（末尾）とも
呼ばれます。ファイルサイズは、ファイルのフル論理サイズであり、図中では青と緑の組
み合わせで示され、末尾には End Of File（EOF）フラグが付きます。
最後に説明するのは、「割り当てサイズ」です。これは、ファイルのフル物理サイズであ
り、VDL とファイルが占有している領域の末尾（EOF）から、後続の未使用空き領域
（Cluster Slack）で構成されます。図中の青、緑および赤の組み合わせがこれにあたりま
す。
「ベスト フィット」手法に加

新しいデータを書き込みやすくするため、NTFS ファイルシステムドライバでは、ボリュ

えて、Windows では、新しい

ーム上にある最大空き領域のリストを保持しています（すなわち、LCN から始まるラン長）。

ファイルの範囲を既存の範囲

ファイルを作成する場合、書き込むときのデータのサイズに最も合った空き領域、言い換

と近いクラスタに書き込もう

えれば「ベストフィット」の場所で作成されます。また、新しく作成したファイルが書き

とします。

込まれる際にオペレーティングシステムで現在利用可能なサイズよりも大きくなってし
まうことを想定して、断片化を最小限に抑えるための追加の空き領域（「超過割り当て」）
がファイルに確保されます。
ファイルデータがボリュームに書き込まれ、ファイルは閉じられます。その後全ての超過
割り当てが解放され、ボリューム上の最大空き領域の 1 つとして認識されると、空き領域
プールと NTFS ファイルシステムドライバへ戻されます。これらのプロセスの中で特に
重要なのは、超過割り当てを確保するときに、ボリュームに書き込まなくても確保できる
（すなわちゼロを書き込なくても確保できる）ため、NTFS が非常にシンに適していると
考えられることです。
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NTFS とシンプロビジョニング
多くのストレージ ソリューシ

NTFS では問題にならないのに、シンプロビジョニングストレージで一般的な課題となっ

ョンでは、ブロック レベルの

ているのが、削除したファイルが占有していた領域を復元できる機能です。

変更を追跡して（たとえば、
VMFS 変更ブロック追跡 –

これは、NTFS でファイルを削除した場合、ファイルシステムがそのメタデータを更新し、

CBT）、データのライブ マイ

占有されていた領域を新しいファイル書き込みで使用できることを示すだけであるため

グレーション（移行）やスナッ

問題となります。削除されたファイルは、ボリュームから実際に除去/消去されていませ

プショットなどの高度な機能

ん。このため、NTFS 下に格納されたストレージレイヤに、この新たに利用可能になった

をサポートしています。このた

空き領域が通知されていない場合があります。

め、デフラグに使用するファイ
ル システム ブロックが最小

これにより領域の再利用が制限されている場合、利用可能なプールのすべてのストレージ

限に抑えられ、同じブロック

を実質的に使い果たしてしまうためシンプロビジョニングストレージに問題が発生しま

サブセットをデフラグ プロセ

す。

スにより再利用できれば、実際
のストレージ拡張を低減でき

この問題の解決策としてよく知られているのが「シンリクラメーション（再生利用）」で

ることになります。

す。シンリクラメーションとは削除されたデータおよびアクションが以前占有していた領
域を認識して、その領域を解放して再プロビジョニングできるようにすることです。削除
されたクラスタのゼロイングや SCSI UNMAP/SCSI WRITE_SAME など、シン リクラ
メーションをサポートするソリューションは多数あります。

運用上の危険性
資料先頭のパフォーマンステスト結果に示される通り、SAN に接続されたサーバーにおい
てもピークパフォーマンスを達成・維持するには、デフラグが不可欠となります。シンプ
ロビジョニングを共有仮想化ホストファイルシステムで実装した場合、シン/動的仮想デ
ィスク ファイルそのものが断片化し、さらに I/O オーバーヘッドが拡大する可能性が高
くなります。このようなストレージシステムでは、断片化を解決することが一層重要とな
ります。
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ただし、デフラグには多くの利点がありますが、悪影響もあることを理解しておく必要が
あります。デフラグの悪影響は、実装するシンテクノロジーごとに異なる場合があるため、
複数のテクノロジーがどのような相関関係を持つかを理解しておくことが重要です。
Windows で専用の IOCTL（I/O 制御）を使用すると、デフラグで基本的にデータが統
合ファイルに移動され、空き領域が大きな連続する範囲としてプールされます。
プロビジョニングテクノロジーで新規の書き込みに領域を割り当てる場合、（実際にはデ
ータを移動するだけである）デフラグ プロセスが新しい書き込みと見なされます。また、
移動したデータの元の場所が、必ずしも再利用可能と認識されるわけではありません。こ
のためデフラグにより移動したデータ断片ごとに、別途のストレージ容量が必要となりま
す。 このような新しい書き込みにより、プロビジョニングが重複し、領域が無駄に消費
されることがあります。

V-locity® 仮想プラットフ
ォーム ディスク最適化ツー
ル、Diskeeper Pro Premier、
Diskeeper Server および
Diskeeper
EnterpriseServer エディシ
ョンでは、専用エンジン
（Terabyte Volume Engine
および Titan Defrag Engine

先にも述べたシンリクラメーションにより、（重複データを認識し、削除する）データ重

™ テクノロジー）が通常、

複排除プロセスを実行するのと同じように、無駄になっている領域を効果的に復元できま

Windows ボリュームの下位
LCN へファイルをデフラグ/
移動します。

す。
ハイウォーターマークプロビジョニングを使用する場合、ウォーターマークは（Windows
上で）常に増加し、減ることはありません。つまり利用可能な領域が減り、問題が発生し
やすいことになります。上位クラスタにファイルを書き込む場合（またはデフラグにより
移動する場合）、シンプロビジョニングテクノロジーでは、格納領域を割り当てする必要
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があります。これはファイルを一時的に上位クラスタへ移動するだけの場合にも当てはま
ります。

スペクトルの反対側で、ファイルを「前方」移動すると、領域リクラメーション プロセ
スでプロビジョニングしすぎた領域をより効果的に復元できるようになります（以下の図
を参照）。 ファイルをボリュームの前方にコンパクト化するプロセスは、デフラグ ツー
ルが役に立つ分野です。

本稿においてはシンプロビジョニングを例に解説していますが、コピーオンライトソリュ
ーションを採用した多くのソリューションがこのデフラグによる領域浪費のリスクを内
包しています。BCP 対策に置いて大きな威力を発揮するスナップショットによるバックア
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ップソリューションの多くも、デフラグによるデータ移動をストレージレイヤで新規の書
き込みと認識することによりバックアップ容量の増大を招く危険性があります。これが大
規模システムにおいてデフラグが行われない最も大きな要因であると考えられます。
自動階層化機能をはじめストレージ分野ではより多くの I/O を素早く効率的に処理する
機能を備えていますが、Windows から生成される I/O を根本的に減らすことは出来ませ
ん。故に Windows オペレーティングシステムにおける断片化対策を行わない限り、パフ
ォーマンスの低下という対価を払い続けるか、ハードウェアの増設・リプレイスに貴重な
予算を割くことになります。
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プロアクティブソリューションの必要性
以上の要因を踏まえると、ストレージレイヤにおける領域拡張リスク無しに断片化対策を
行うには、余分なデータ移動（ブロック変更）を生じさせずに断片化対策を行う必要があ
ることがわかります。
デフラグツールのベンダーが「発生する前にほとんどの断片化を排除/防止できる」と主
張していますが、これらのテクノロジーは、ストレージ毎に異なる結果を生じる場合があ
るため慎重に評価する必要があります。「空き領域とファイルのデフラグ」を行い NTFS
のネイティブ「ベスト フィット」試行を利用した対症療法的なソリューションは領域の
拡張を招く可能性があります。
Diskeeper Corporation の IntelliWrite®テクノロジーはまさにこのような要求に応える
プロアクティブ（予防）ソリューションです。
IntelliWrite は以下のような特徴を有しています。


ファイルの有効データの末尾に空き領域を確保するにあたり NTFS 固有の超過割り
当てと比べて基本設計そのものが優れています。


ファイルの書き込み/変更ソースを的確に識別し経時的にその挙動を学習します。



上記の発見/解決プロセスで断片化を防止するため、オープンファイルにどれぐ
らいの領域を確保しておけばよいか正確に把握することができます。



ファイルが必要とする領域は NTFS で本来可能なよりも大きな領域であること
も、小さいこともあります。



ファイルシステムフィルタドライバとして動作し、そのインテリジェントな超過割り
当てにより、最大 85％以上というこれまでにない優れた断片化防止を実現します。

プロアクティブな断片化対策テクノロジーを使用することにより、コピーオンライトソリ
ューションとの互換性を保ちながら安全にピークパフォーマンスを達成・維持することが
できるようになります。
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ベストプラクティス
 Diskeeper Corporation の IntelliWrite などプロアクティブな断片化防止ソリ

ューションを使用します。
 ご利用中のベンダーから、プロビジョニングの方法や領域（シン）リクラメーシ

ョン向けのソリューションについて情報を入手します。
・

「シン オン シン」プロビジョニング環境の場合、1つのレイヤでの領域
リクラメーション（たとえば、シン仮想ディスク）が必ずしも、後続レ
イヤの他のプロビジョニングストレージに対応しているとは限りません
（たとえば、LUN）。

 該当するストレージ拡張に対処可能な場合（たとえば、重複排除/シンリクラメー

ションプロセスを使用可能な場合）SANでデフラグを実行します。
 ハイウォーターマークプロビジョニングのシンプロビジョニングストレージを使

用している場合、下位LCN（すなわち、「前方」）へファイルを移動するデフラグツ
ールを使用します。
 見た目が「綺麗」なだけではなく、パフォーマンスを重視したデフラグツールま

たはデフラグモードを使用します。
 断片化を排除するSAN/VMベンダーツールは、各ベンダー独自のクラスタファイ

ルシステム向け推奨手順に基づいて使用します。
 エンタープライズデフラグツールで使用されるファイルシーケンシング/順序付

け技術は、特にDAS（Direct Attached Storage: 直接接続ストレージ）でのパフォ
ーマンスを重視したソリューションなど、多くの環境で重要です。ただしデータを余
分に移動する必要があるため、シンプロビジョニングストレージやスナップショット
を使用する環境ではこの技術が過度のストレージ拡張やバックアップデータの増大
につながる可能性があります。これらに対処できる場合にのみデフラグを実行するこ
とをお勧めします。詳細はデフラグツールベンダーにご確認下さい。
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Diskeeper/V-locity によるソリューションの概要
Diskeeper Corporation ではエンタープライズシステム向けのパフォーマンスソフトウ
ェアとして物理環境向けの Diskeeper シリーズ・仮想化環境向けの V-locity シリーズを
ご用意しております。
＜リアルタイムデフラグツール Diskeeper 2011 の特徴＞
 IntelliWrite（断片化防止機能）
・

不要なデータ移動を起こさずに断片化を最大 85％防止

・

コピーオンライトソリューションとの 100％の互換性

 Instant Defrag
・

断片化を発生後即座に解消

・

ブロック監視ソリューションとの互換性を向上

 完全自動処理
・

Diskeeper の独自機能 InvisiTasking®（インビジタスキング）がシステムのリソースの
使用状況を厳密に監視し、Diskeeper の処理をコンピューターのリソース（使われてい
ない部分）に投入します。そのため実行されているかどうかも感知できないほどにもか
かわらず、絶え間なくコンピューターのパフォーマンスを最大に引き上げます。

 Terabyte Volume Engine

2.0

/ Titan Defrag Engine

・

エンタープライズ向けに設計された高速・低負荷のデフラグエンジン

・

通常、Windows ボリュームの下位 LCN へファイルをデフラグ/移動

＜仮想化環境全自動最適化ツール V-locity 3 の特徴＞
 VMware vSphere / Hyper-V 上の Windows ゲスト（ホスト）に対応
 IntelliWrite
 Instant Defrag
 V-Aware / CogniSAN
・

仮想化環境上/外部ストレージにおけるリソース状況を検出し V-locity の処理におけるリ
ソース競合を回避

 完全自動処理
 領域回復
・

仮想 HDD 内の未使用領域を特定しゼロ書き込み

・

VMotion や Live Migration を使用した仮想ディスク圧縮を支援
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相栄電器株式会社では 30 日間全機能お使いいただける無償試用版をご用意しております。
詳細は弊社 HP にてご確認下さい。
（http://www.sohei.co.jp）
また、ご使用のシステムにより推奨される運用方法が異なる場合があります。お気軽に弊
社までご相談ください。
（E-Mail ss-info@sohei.co.jp）

Diskeeper Corporation について
このホワイトペーパーは Diskeeper Corporation 発行の Diskeeper Corporation は米国
Fortune 1000 企業の 90%以上をボリュームライセンス顧客として持ち、ストレージパ
フォーマンスを中心としてシステムパフォーマンスおよび信頼性のイノベーションを 20
年以上に渡って手がけてきたエキスパートです。

日本における Diskeeper に関するお問合せはこちらまで
相栄電器株式会社

ソフトウェア事業部

http://www.sohei.co.jp E-mail ss-info@sohei.co.jp

〒141-0022
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