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Windows Server 2012 R2 
による記憶域の再検討 

はじめに 最近の調査によると、現在、世界中の IT スタッフの 40% 以上
がデータ量の大幅な増加に直面しています。[1] 利用可能なデータ
の飛躍的な増加によって、IT 部門にとって大きな課題が生じてい
ます。クエリや分析において、データベースへの格納などの従来の
手法はもはや通用しません。データ ソースが複数あることが、役
立つ洞察を見つけ引き出す作業を一層困難にしています。ビッグ 
データの世界でコンプライアンスを効果的に維持することは、実務
における大きな課題となっています。 

しかし、Windows Server 2012 R2 を使用すると、拡張可能な実
証されたエンタープライズ クラスのデータセンターとクラウド 
プラットフォームを利用して、極めて大規模なワークロードの実行
にも対応できるようになります。動的で可用性の高い、コスト効率
に優れたクラウド ソリューションとして提供される Windows 
Server 2012 R2 によって、保護の自動化やコスト効果の高い事
業継続性が実現し、ダウンタイムのリスクを抑えながらも、ビジネ
スの運営を円滑に進めることができます。 
 

 

1 出典: Agile BI, Complementing Traditional BI to Address the Shrinking Business-Decision Window, November 2011, Aberdeen Group, Inc. 

 Windows Server 2012 R2 記憶域 - テクニカル シナリオおよびソリューション 5 

 



 

次の表では、Windows Server 2012 R2 の記憶域に関するいくつかの新機能および拡張機能の概要を 
示します。 
 

レイヤー  機能 説明 
記憶域 記憶域スペース 

(R2 での拡張機能) ** 
記憶域の仮想化および回復性と共に、重複除去、記憶域の階層
化、および JBOD (Just a Bunch of Disks) によるスケーラ
ビリティを実現できます。 
 
** R2 での拡張機能であり、ポリシー ベースの自動データ階
層化を提供することによって、IOPS あたりのコスト効果の最
大化を可能にします。 

記憶域 オフロード データ転送 貴重なサーバー リソースに重い負担をかけることなく、ロー
カル記憶域に匹敵する速度で巨大なデータ チャンクや仮想マ
シン全体を記憶装置間で移動させることが可能となります。 
 

記憶域 記憶域 QoS  
(R2 での新機能) 

1 台の仮想マシン (VM) がすべての I/O 帯域幅 (書き込み
時の IOPS や読み取り時の IOPS など) を消費しないよう
に、VHD/VHDX に割り当てられる記憶域を調整します 。
Microsoft System Center Operation Manager を使用する
と、監視とアラートを構成できます。 

ファイル システム ReFS 
(Resilient File System) 

ビジネスに不可欠なデータをエラーから保護し、必要なときに
いつでも利用できるようにします。データセットのサイズが増
大し続け、ワークロードが絶えず変化する時代にあって、この
アーキテクチャは優れたスケーラビリティとパフォーマンス
を提供します。 

ファイル システム データ重複除去 
(R2 での拡張機能) ** 

高度な重複除去機能を使用してディスク上の記憶域のサイズ
を抑制することによって、ブランチ オフィス (支社) の記憶
域機能を拡張できます。この機能は任意のサーバー上で単独で
使用することができるほか、Microsoft BranchCache と組み
合わせて使用し、ブランチ オフィスの記憶域機能を拡張する
こともできます。 
 
** R2 での拡張機能であり、パフォーマンスと信頼性の向上に
加え、VDI 環境におけるライブ仮想マシンのサポートを提供し
ます。 

ファイル システム 記憶域スペースの 
仮想プロビジョニング 

仮想プロビジョニングとトリム (必要に応じて記憶域をプロ
ビジョニングし、不要になった記憶域を再使用する機能) をネ
イティブでサポートします。 

ファイルおよび 
ブロック 

アプリケーション向け SMB の 
スケールアウト 
(R2 での拡張機能) ** 

Microsoft SQL Server データと Hyper-V 記憶域を柔軟でパ
フォーマンスの高い SMB ファイル共有に展開することで、展
開と管理をより一層簡素化できます。 
 
** R2 では、小規模な IO のパフォーマンスの向上、ログお
よび診断能力の強化、ファイル サーバー クラスター内のさま
ざまなノード間の負荷分散の効率化を実現できます。 

ネットワーキング SMB ダイレクト 
(R2 での拡張機能) ** 

サーバーの CPU に負荷をかけない高パフォーマンスの記憶
域機能を実装できます。SMB ダイレクトのリモート ダイレク
ト メモリ アクセス (RDMA) ハードウェア サポートを使用
することで、高価なファイバー チャネル記憶域ネットワーク 
(SAN) を使用しなくても、エンタープライズ クラスのパ
フォーマンスが得られるようになります。 
 
** R2 では、小規模な IO で 30% のパフォーマンスの向上
が見られます。 
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仮想化 記憶域のライブ マイグレーション 実際の仮想マシンから独立しているホスト サーバー間で仮想
マシンの記憶域を移動しているときも、最大限のサービス レ
ベルの可用性を維持できます。 

仮想化 オンラインでの VHDX のサイズ変更 
(R2 での拡張機能) ** 

実行中にダウンタイムなしで VHDX 仮想ディスクを動的に
拡大縮小できます。 

管理 包括的な記憶域管理 
(R2 での拡張機能) ** 

使いやすく包括的な記憶域管理機能により、管理者は 1 つの
管理インターフェイスからのリモート記憶域の管理、
Windows PowerShell コマンドライン インターフェイスの
新機能を使用した記憶域管理タスクの自動化、SMI-S による 
Windows Server 記憶域の機能を超えた記憶域アレイおよび 
SAN の管理が可能になります。 
 
** R2 では、SMAPI のクラスター ツールでのサポートが拡
充され、System Center 2012 Virtual Machine Manager 
(SCVMM) との統合が大幅に強化されています。 

データ保護 System Center Data Protection 
Manager 

エンタープライズ全体に、一元化されたアイテム レベルの
バックアップ/回復ツールを提供します。 
 
* System Center 2012 が必要です。 

障害回復 Hyper-V レプリカ 
(R2 での拡張機能) ** 

プライマリ サイトにある Hyper-V ホストからレプリカ サ
イトにある別の Hyper-V ホストに、ネットワーク リンクを
介して Hyper-V 仮想マシンをレプリケートできます (注: 
Hyper-V レプリカは、記憶域アレイや他のソフトウェア レプ
リケーション テクノロジに依存することはありません)。 
 
** R2 では、3 つ目のレプリケーションと構成可能なレプリ
ケーション スケジュールがサポートされるようになりまし
た。 

データ保護 Hyper-V 回復マネージャー 
(R2 での新機能) ** 

プライベート クラウドに新しい保護および回復コンソールを
提供します。この Azure ベースのサービスでは、VMM によっ
て管理されているプライベート クラウドのレプリケーション
と回復の調整、複数クラウドのサイト間における仮想マシンの
レプリケーションの自動化、および仮想ネットワークなどのプ
ライベート クラウド資産の自動回復を行うための回復スクリ
プトの作成機能によって、重要なサービスを保護できます。 
 
* System Center 2012 SP1 が必要です。 

 
Windows Server 2012 R2 の記憶域機能の詳細については、
http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/solutions/storage.aspx を参照してください。 
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このホワイト ペーパーでは、Windows 上に構築されたエンタープライズ クラスの記憶域プラットフォームの一部
として、Windows Server 2012 R2 のツールと機能を紹介します。このシナリオでは、Windows Server を極め
て高レベルの記憶域パフォーマンス、回復性、効率性、および管理性を提供する機能の組み合わせとして定義します。
それらの機能には次のようなものがあります。 

• データの自動階層化を備えた記憶域スペース: 記憶域スペースに、Windows Server 2012 の画期的な機能
の 1 つである記憶域の仮想化機能が導入されました。データの自動階層化を備えた記憶域スペースにより、
高コストの SSD や SAS デバイスを最も需要の高いワークロードに動的に割り当てることで、これらの記
憶装置をより有効に利用できるようになります。従来、この機能は高コストの専用 SAN ソリューションで
しか利用できなかった機能です。 

• データ重複除去: データ重複除去では、ディスク上の冗長データを最小限に抑えることで記憶域の効率を高
めることができます。VHD ストアなど特定のワークロードで最大 90% の効率レベルが得られます。 

• 記憶域 QoS (サービスの品質): 記憶域 QoS では、1 台の仮想マシンが I/O 帯域幅を使い切ってしまわ
ないように、VHD/VHDX に割り当てられる記憶域を調整できます。QoS は高度な監視ポリシーを備え、
システムが最小帯域幅を確保できない場合にアラートが生成されます。 

• SMB マルチチャネル: SMB マルチチャネルを使用すると、SMB 共有でのパスの障害に対する LBFO と
保護が得られます。拡張された SMB 3.0 アプリケーション記憶域のサポートと組み合わせることによって、
SQL Server や Hyper-V などのワークロードを、クラスター化されたファイル サーバーを通じて使用可
能な高可用性の記憶域スペースへとスケールアウトできるだけでなく、SMB ダイレクトを通じて RDMA 
パフォーマンスの利点も引き続き得られます。このようなレベルの回復性とパフォーマンスによって、仮想
マシンやサービスをオフラインにせずにリソースの記憶域を再配置する必要のある記憶域のライブ マイグ
レーションのシナリオで、仮想マシンおよび SQL データベースなどのクラスター化されたリソースの 
SMB 透過フェールオーバーが実現します。 

• 包括的な記憶域管理: これらのユーティリティにより、管理者はリモート記憶域の管理作業や、Windows 
PowerShell コマンドライン インターフェイスの新機能を使用した記憶域管理タスクの自動化が可能に
なります。また、SMI-S による Windows Server 記憶域の機能を超えた記憶域アレイおよび SAN の管
理も可能になります。Windows Server 2012 R2 では、より広範な SMAPI のサポートがクラスター ツー
ルおよび System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager に統合され、Microsoft および 
Microsoft 以外の記憶域ソリューションのプロビジョニングと管理が容易になります。 

• 障害回復 (DR): Windows Server 2012 R2 が提供する拡張された障害回復ツールを使用すると、最近の
大規模なマルチサイト仮想化データセンターに適した優れた保護と回復を実現できます。Hyper-V レプリ
カでは、DR サイトへの 3 つ目のレプリケーションがサポートされています。Hyper-V 回復マネージャー
は、レプリカ サイトからの Hyper-V 仮想マシンのサイト回復を容易にするための Azure ベースのオフサ
イト コンソールを提供します。また、System Center 2012 Data Protection Manager は、Microsoft 
記憶域インフラストラクチャにおけるエンタープライズ クラスのバックアップおよび回復の基礎を提供し
ます。 

• 記憶域コストの削減: オフロード データ転送 (ODX) は、(特に記憶域のライブ マイグレーションのシナ
リオで) あらゆるアプリケーションが ODX の速度を利用できるように、コア OS の処理に統合できます。
仮想プロビジョニングを使用すると、お客様は随時必要に応じた記憶域リソースを購入するだけで済むため、
既存の記憶域容量の効率を高めることができます。さらに、仮想ファイバー チャネルを使用すると、仮想
マシンから FCP ファブリック ディレクトリに直接アクセスできます。 
 

また、このホワイトペーパーでは、可能であれば、パフォーマンス、回復性、および管理面で期待できる効果につい
て、クラスター化されたファイル共有上に構築された記憶域ソリューションと SMB ダイレクトの組み合わせを 
SAN および FCP の組み合わせと対比して示します。そして、このホワイトペーパーの最後では、Windows 記憶
域スタックをセットアップして独自にテストするためのリソースをいくつか紹介します。 
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Windows 上に構築された 
エンタープライズ クラスの 
記憶域 

Microsoft  
スタック上に 
構築された  
SAN 形式の 
ソリューション 
 
サーバー ワークロードに直接接続された
記憶域 (DAS) を使用しなくなったのはも
う随分前のことです。今日、お客様は SAN 
に多くの投資を行っています。Microsoft 
では、そのプロセスを簡素化することに
よってその効果と効率を高めるソリュー
ションの設計に引き続き取り組んでいま
す。 

しかし同時に、データ量の急激な増加に伴い、SAN は高コストな
ソリューションとなりました。記憶域の拡大を図るお客様が増える
につれ、コモディティ化したハードウェアの利用がより一般的に
なってきています。また、10 Gbps 以上の NIC を採用すること
が増えたため、企業では、クラウドを追加層として導入することで
既存のネットワーク インフラストラクチャの利用を試みるように
なりました。そこで、お客様からの代替ソリューションの要望を受
け、Microsoft は、企業が愛用する SAN の機能と Windows 
Server の能力と使いやすさを組み合わせることによって、この業
界の転換を図っています。Windows Server 2012 R2 では、お客
様は低コストの業界標準ハードウェアを購入することができるた
め、必要に応じ、記憶域の目的に合わせて容易にスケールアウトで
きるようになります。 

Microsoft スタックを使用して記憶域インフラストラクチャを拡
張できることによって、必要なパフォーマンスと信頼性を実現しな
がらも、増大を続ける記憶域のニーズに対応することが可能です。
たとえば、すべてのワークロードに SAN が必要なわけではありま
せん。代わりに、かなりの割合のワークロードに対し、記憶域スペー
スとスケールアウト ファイル サーバー (SoFS) の組み合わせを
使用することによって、SAN とほぼ同等のパフォーマンスと信頼
性を実現しながら、記憶域システムのコストをテラバイト (TB) 
あたり最大 80% 削減できます。 

Windows Server 2012 R2 および System Center に組み込ま
れた高可用性記憶域スペースと管理機能を使用すると、従来の 
SAN の柔軟性、信頼性、パフォーマンスを損なうことなく、専用 
SAN の拡張にかかる IOPS コストの何分の 1 かで既存の SAN 
アーキテクチャを拡張できます。それらの機能には次のようなもの
があります。 

• コモディティ化ディスクを管理する記憶域スペースによ
るブロック記憶域 

• Windows ベースのスケールアウト ファイル サーバー  

(SoFS) を通じて使用可能な記憶域 

• 強化された SMB 3 プロトコルを介し、既存のネットワー
ク インフラストラクチャを通じて記憶域にアクセスする 
Hyper-V ワークロードと SQL データベース 
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スケール アウト ファイル サーバー 

記憶域スペース 記憶域スペース 記憶域スペース 

記憶域スペース 記憶域スペース 記憶域スペース ブロック
ベースの
記憶域 
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価格と 
パフォーマンスの 
比較 

従来の SAN 記憶域ソリューションと Microsoft スタック上に構
築された記憶域ソリューションとのコストおよびパフォーマンス
における差異を示すために、Enterprise Strategy Group (ESG) 
は、4 種類の記憶域トポロジ (SMB を利用する記憶域スペース、
FC-SAN、iSCSI-SAN、SMB と RDMA NIC の組み合わせを利用
する記憶域スペース) を使用して、仮想マシンの応答時間のテスト
を行いました。その結果 (図 2 参照)、各種のリモート記憶域で 
SQL Server の 2、4、6、および 8 つのインスタンスを実行した
場合のトランザクションの応答時間がミリ秒単位で測定されまし
た。 

 
 
 
 

 
 

図 2: 応答時間の比較 

 
異なるインスタンス間の応答時間の比較によって、次のような興味深い結論が得られました。  

• 仮想マシンの台数が 2 台から 8 台に増加すると、パフォーマンスはそれに比例して増加する。 
• 全体として、4 つすべての記憶域構成テスト シナリオ間で確認されたパフォーマンスの差異は無視して

も差し支えないものである。 
• SMB と RDMA の組み合わせを利用する記憶域スペースのパフォーマンスは、iSCSI SAN と FC SAN 

の各テスト シナリオよりもわずかに (1 ～ 4%) 上回る。 
• SMB を利用する記憶域スペースのパフォーマンスは、iSCSI SAN および FC SAN とほぼ同じ (平均 

3% 遅い) である。 
 

SQL Server の応答時間の比較 

H
yp

er
-V

 仮
想
マ
シ
ン
の
台
数

 

SMB を利用する記憶域スペース 

トランザクションの平均応答時間 (秒) 

(OLTP ワークロード、Windows Server 2012、SQL Server 2012) 
(値が小さいほど結果が良い) 

 

SMB と RDMA の組み合わせを利用する記憶域スペース
  

 Windows Server 2012 R2 記憶域 - テクニカル シナリオおよびソリューション 11 

http://www.esg-global.com/


 

無視しても差し支えない結果にもかかわらず、記憶域スペースと RDMA サポートの組み合わせを利用する 
Microsoft のファイル サーバー クラスターの取得コストは、2 つの SAN ソリューションよりも 50% 低くなり
ました。価格差の大部分の理由が、安価な業界標準のコモディティ化ハードウェアを利用し、SAN ソリューション
の専用ハードウェアとソフトウェアのコストをなくすことのできる Microsoft の機能によるものです。 

ESG ラボでは、これらの結果を財務上の基準でよりわかりやすく示すために、TB 単位の物理容量を GB に換算し、
総取得コストを GB 値で除算しました。その結果、GB あたりのコストという一般的に見られる指標が得られまし
た (図 3 参照)。総取得コストと同様に、iSCSI SAN と FC SAN のコストは、記憶域スペースと RDMA の組み合
わせを利用する Microsoft のファイルベースの記憶域ソリューションのコストのほぼ 2 倍となることが証明され
ました。 
 

 

図 3: モデル シナリオ間の取得コストの比較 

 
ESG ラボでは管理と保守にかかるコストを計算に入れませんでした。これは、多くの組織に、Microsoft と 
Windows の専門家のほか、記憶域の専門家がいて、コストのかかる追加トレーニングを受けなくても Windows 記
憶域を管理できるためです。多くの SAN IT ベンダーが記憶域インフラストラクチャのプロビジョニング、管理、
および監視を行うために、ベンダーごとの記憶域の専門家を必要とします。 
 

GB あたりの取得コストの比較 

GB あたりの取得コストの分析 
(24 台の 10 K 600 GB SAS ドライブから 14.4 TB の物理容量) 

記憶域スペース、SMB、RDMA、SAS JBOD を
利用するファイルベースの記憶域 

G
B

 あ
た
り
の
コ
ス
ト
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記憶域スペース 
 記憶域スペースの拡張機能の概要 

• Microsoft スタックによって 
提供される SAN と同様の機能 

• 標準の回復性レベル 
• 容量の使用率の最適化 
• クラスター化による高可用性 

 

課題 
お客様は、優れたパフォーマンス、信頼性、および簡素化された管理をより低コストで実現したいと考えています。 

ソリューション 
Windows Server において、Hyper-V レイヤーでの仮想化は新しいものではありません。ただし、既存の記憶域ソ
リューションを仮想化する機能は、Windows Server 2012 R2 の新機能です。Windows Server 2012 R2 の記憶
域スペースでは、すべての SAS および SATA 接続ディスクを (それらが SSD であるか従来の HDD であるかに
関係なく) 記憶域プールとして統合できます。記憶域プールを使用すると、特定のデータを分離して保存できるため、
管理が簡素化されます。このような記憶域プールは、たとえば、社内のさまざまな部門や顧客に割り当てることがで
きます。作成した記憶域プールからは、記憶域スペースと呼ばれる論理ディスクを作成できます。 
 

 
 

図 4: Windows Server 2012 R2 の記憶域プール 

 

記憶域スペースの仮想ディスクは、標準的な Windows ディスクと同様に機能しますが、次のような回復性スキー
マで構成できます。 

• ミラーリング 
• 双方向ミラーおよび 3 方向ミラーによる保護の強化 
• パリティ (RAID 5) 

物理展開 
または 
仮想展開 

Windows アプリケーション サーバーまたはファイル サーバー 

Windows  
Server 2012  
R2 プレビューの 
他の機能と統合 

Windows の 
仮想記憶域 

階層型 
物理 
記憶域 

PowerShell、サーバー 
 マネージャーによる管理 
フェールオーバー  
クラスタリング 
クラスターの 
共有ボリューム 

Hyper-V 

NTFS、ReFS、NFS 

記憶域 QoS 

SMB マルチチャネル 

SMB ダイレクト 

記憶域スペース 記憶域スペース 記憶域スペース 

SSD 

HDD 

記憶域プール 記憶域プール 

(共有) SSD、SAS、または SATA 

 Windows Server 2012 R2 記憶域 - テクニカル シナリオおよびソリューション 13 



 

記憶域スペースを作成したら、仮想プロビジョ
ニングと固定プロビジョニングのいずれかを
選択できます。これにより、必要に応じて記憶
域への投資を増やすことが可能になります。仮
想プロビジョニングでは、既存の記憶域プール
の容量よりも大きな仮想ディスクを作成でき
るので、拡張の必要性に合わせて後からディス
クを追加できます。そのため、管理者は必要な
物理記憶域だけを購入し、必要に応じて動的に
拡張できるようになります。 

たとえば、ある企業が記憶域スペースを使用し
て作成された論理ディスク上に Hyper-V 仮
想マシンを格納するとします。トリム プロビ
ジョニングでは、仮想マシンで大きなファイル
が削除されると、そのことがホストに通知され、
ホストから記憶域スペースに通知されます。そ
の結果、記憶域スペースは自動的にその記憶域
スペースを再利用し、同じプール内または他の
プール内の別のディスクに割り当てます。 

記憶域スペースは、SMB ダイレクトや SMB 
フェールオーバー クラスタリングなど、他の 
Windows Server 2012 および R2 の記憶域
機能と互換性があるため、シンプルで安価な記
憶装置を使用して、強力で回復性に優れた記憶
域インフラストラクチャを限られた予算で構
築できます。同時に、コモディティ化した記憶
域を利用して高パフォーマンスの機能豊富な
記憶域をサーバー、クラスター、アプリケー
ションに同様に提供することによって、運用を
最大化することが可能になります。 
 

記憶域スペースによるお客様の利点 

• SAN と同様の機能 
• 複数の回復性レベル 
• 仮想プロビジョニングと 

トリム プロビジョニングによる 
容量の使用率の最適化 

• SMB ダイレクト (RDMA) と 
フェールオーバー クラスターのサポート 
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ハイブリッド 
記憶域プールと 
階層型記憶域 

Windows Server 2012 R2 では、記憶域スペースに新しいポリ
シーベースの自動階層化メカニズムが導入されました。自動階層化
では、ホット ワークロードとコールド ワークロードに対する柔軟
性が高まり、SATA、SAS、および SSD デバイスを使用するコモ
ディティ化記憶域エンクロージャがサポートされます。 

 

課題 
• お客様およびデータセンターは、"今すぐ" 必要となるワークロードに対して SSD や SAS 記憶域を割

り当てたり、その割り当てを解除したりする必要があります (ホット データおよびコールド データ)。 
• ホスティング サービス プロバイダーや IT 部門も、IOPS あたりのコストの低減を目指しています。 

 

ソリューション 
階層型記憶域では、データをカテゴリごとに異なる種
類の記憶域メディアに割り当てて、記憶域の総コスト
を削減できます。カテゴリは、必要な保護のレベル、
パフォーマンス要件、使用頻度 (ホット データと
コールド データ) などの考慮事項に基づいて設定す
ることが可能です。特定メディアへのデータの割り当
ては継続的で複雑な処理となることが考えられるた
め、Windows Server 2012 R2 の記憶域スペースに
は、定義されたポリシーに基づいてプロセスを自動的
に管理できる機能が用意されています。 

ホット データ (頻繁に変更されるデータ) は、より
高速である反面、より高コストなソリッド ステート 
ドライブに格納されます。どのデータも当初はホット 
データとして扱われます。 

コールド データ (まれに変更されるデータ) は、よ
り低速である反面、より低コストなハード ディスク 
ドライブに格納されます。コールド データがホット 
データになった場合、自動的にソリッド ステート ド
ライブに移動されます。また、ホット データがコー
ルド データになった場合は、ハード ディスク ドラ
イブに移動されます。 

 

階層型記憶域によるお客様の利点 

• 高コストの SSD メディアの 
利用効率の向上 

• ポリシーベースのプロビジョニング 
• 効率化によるコストの削減 
• 記憶域スペースの柔軟性の利用 
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SMB 3 対応アプリケーション 
記憶域のサポート 
課題 

• お客様は、記憶域と仮想マシンの計算要素を分離し、記憶域を移動せずに仮想マシンを移動しなければ
なりません。 

• さらに、これを既存の記憶域リソースで行えなければいけません。 
 
 

ソリューション 
Windows Server 2012 R2 では SMB 3 共有がサポートされているため、継続的可用性が得られます。これにより、
クラスターの共有ボリューム バージョン 2 (CSV 2) にスケールアウト ファイル サーバー (SoFS) の役割を追加
できるようになります。Windows Server 2012 R2 クラスターでは、標準的なクラスター記憶域を CSV ストア内
の新しいボリュームに変換することによって CSV を容易に作成できます。 
 

 Note 

CSV 2 の詳細については、次のサイトを参照してください:  
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj612868.aspx 

高可用性仮想マシン (HAVM) に CSV 2/SoFS 記憶域を使用する方法の詳細については、次のサイトを参照してください: 
http://channel9.msdn.com/Shows/TechNet+Radio/TechNet-Radio-Windows-Server-2012-How-to-Scale-Out-a-Fil
e-Server-using-Hyper-V 

スケールアウトに対する Hyper-V のエンド ツー エンドのパフォーマンスの詳細については、次のサイトを参照して
ください: 
http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/MDC-B335#fbid=3UQcOaX2s5n 

 
CSV は、クラスター内のすべてのノードがそのセッションの SMB エントリ ポイントとして機能できる点で、CSV 
以外の記憶域デバイスとは異なります。どのノードでも SoFS の共有セッションをホストできるので、いずれかの
ノードが動作している限り共有 (アプリケーション ストア) は常に使用可能です。SoFS 共有を使用することに
よって、SQL Server 2008 R2 (または、それ以降のバージョン) などのアプリケーションや Windows Server 2012 
(または、それ以降のバージョン) 上で実行されている仮想マシンで、それらの共有を永続的なデータ記憶域として
使用できます。これにより、記憶域をオフラインにしなくてもノード間でリソースを移動できるようになります。 
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データベース エンジンが起動すると、データベース ファイル (ユーザー データベース ログおよびデータ ファイ
ル) 用に \\foo1\Share1 へのセッションが確立されます (図 5 参照)。データベース エンジンはこの共有をロー
カル記憶域であるかのように使用します。必要なパフォーマンスは、SMB ダイレクトと RDMA 対応カードによっ
て提供されます。 
 

 

図 5: ユーザー データベース ファイル用にスケールアウト共有を使用する SQL Server データベース 
 
アクティブな SMB 共有セッションが失われた場合 (図 6 参照)、SoFS のアクティブ ノードが使用できなくなる
ため、データベースがオンライン状態を維持している間、SQL Server はセカンダリ ノードの SoFS と共有に再接
続して実行を継続します。記憶域はリモートの記憶域スペース内にあるので、サービスを再起動する必要はありませ
ん。別のノードを通じてその記憶域スペースに再接続するだけです。これは、この共有が一度もオフラインにならな
かったためです。このような構成で実行されている Windows Server 2012 の高可用性仮想マシン (HAVM) は、
オフラインにしなくてもセカンダリ ノードにライブ マイグレーションを行うことが可能です。これにより、仮想マ
シンを使用するアプリケーション クライアントで継続的可用性が得られます。 
 
 

 

図 6: アクティブな SMB セッションが失われた場合 
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SMB ダイレクトを使用した  
CA 共有 
SoFS 共有での SMB ダイレクト (RDMA) の使用に
よって、計算ノード (Hyper-V Server または SQL 
Server) と記憶域ノード (VHD ファイルまたはユー
ザー データベース ファイルをホストしている SoFS 
共有) 間のネットワーク パフォーマンスが確立され
ます。SMB ダイレクトでは、RDMA を使用してリモー
ト サーバーの記憶域に直接アクセスします。RDMA 
以外の SMB セッションの確立に必要なレイヤーやリ
ダイレクターを通じてアクセスすることはありません。 
SMB ダイレクト (RDMA) は SoFS 展開の要件では
ありませんが、仮想マシンのハード ドライブ ファイ

ルを Window Server 2012 R2 の SoFS 共有に格納
する場合は、RDMA の使用を強くお勧めします。 

ユーザー データやドキュメントなどの標準的な SMB 
共有のニーズがなくなることはありません。おそらく
このクラスのデータには SoFS 共有の可用性や永続
性は必要ありませんが、実際の判断はその都度行う必
要があります。 
 
 

 

SoFS 共有を使用する状況 
SMB 3 SoFS (アプリケーション) 共有を利用する最
も一般的なアプリケーションには 2 つあります。 
1 つは  VHD ファイルをリモートに格納する 
Hyper-V、もう 1 つはユーザー データベース ファイ
ルをリモートに格納する SQL Server 2008 R2 / SQL 
Server 2012 です。この互換性により、サービスの中
断が生じずに、SQL Server インスタンスの継続的可
用性 (CA) フェールオーバーのサポートと Hyper-V 
高可用性仮想マシンが提供されます。また、RDMA を
利用することで、使用する NIC に応じてネットワー
ク パスで最大 40 Gbps またはそれ以上のスルー
プットが得られます。そのため、RDMA NIC を使用す
る際に SoFS でパフォーマンスが犠牲になることは
ありません。 

SMB 3 アプリケーション共有は、ミッション クリ
ティカルなアプリケーションに対する追加のファイル
ベースの記憶域オプションを提供します。CA 共有の
プロビジョニングと展開は、高可用性記憶域スペース
と JBOD バックエンドを使用することによってとて
も簡単に行えます。複数のボリュームをまとめてクラ
スター化し、Hyper-V に単一のファイル システム名
前空間として公開する、仮想マシンの格納先として公
開する、あるいは、ワークロードにユーザー SQL デー
タベースの格納先として公開することができます。ま
た、SMB 透過フェールオーバーを使用すると、ノード
の 1 つが停止した場合でも、SMB はダウンタイムな
しで透過的に別のノードにフェールオーバーします。 

 

 

図 7: SMB 3 ライセンス認証構成 
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SMB 暗号化と VSS の 
サポート 
Windows Server 2012 R2 では、SMB 3 の暗号化
がサポートされるようになりました。これにより、
ネットワーク上のデータ転送の安全とセキュリティ
を確保できます。また、重要なデータのバックアップ
やスナップショットをサポートするために、リモート
の SMB 3 ストアでのボリューム シャドウ サービ
ス (VSS) もサポートされるようになりました。つま
り、任意のサード パーティ製バックアップ ソフト
ウェアを VSS にプラグインとして組み込むにこと
によって、VSS を使用して (ドキュメント、仮想マシ
ン、データベースなど) SMB ファイル共有をバック
アップできます。 

SMB 3 共有では既存のネットワーク インフラスト
ラクチャが使用できるので、専用の記憶域ネットワー
クも必要ありません。これにより、管理コストとハー
ドウェア コストが削減されます。一般に、SMB 3 ア
プリケーション共有に合わせて RDMA 対応ネット
ワーク カードにアップグレードすることが強く推奨
されます。 

 

スケールアウト ファイル  
サーバー 
SoFS 共有を使用する理由は、継続的可用性を得るた
めだけではありません。負荷分散のメカニズムや、記
憶域に対する最近の IO 統計に基づいてどのノードが
最適な接続オプションとなるかを決定するためのイン
テリジェントなセッション状態機能も得られます。
SQL Server および Hyper-V に SoFS 記憶域を使
用することによるその他の利点は、次のとおりです。 

共有ごとの SMB スケールアウト 
• 複数ノードへの単一ノードとしての同時アク

セス 
• より詳細な負荷分散 
• 共有ごとの SMB セッションの管理 

- ファイル サーバーごとではない 

スケールアウト ファイル サーバーの 
再分配の最適化 

• スケールアウト ファイル サーバーのクライ
アントに対する最適なノードへの自動リダイ
レクト 

• リダイレクト トラフィックの最小化 
• 記憶域の接続が最も良好なノードへの SMB 

セッションのリダイレクト 
• ボリュームの所有権の変更に応じた SoFS の

動的な保守 

インテリジェントな CSV の配置ポリシー 
• クラスター全体での CSV ボリュームの分散 
• 他の CSV ボリュームの配置の認識 
• フェールオーバー配置ポリシーの最適化によ

る、クラスター全体での CSV 所有権の分散 

SMB 3 スケールアウトの利点 

• Hyper-V および SQL Server に 
使用できる CA ファイル ストア 

• すべてのノード間での IO の負荷分散 
• すべてのノード間でのアクセスの分散 
• VSS のサポート 
• 透過フェールオーバーと 

クライアントのリダイレクト 
• 共有レベルとサーバー レベルでの

継続的可用性 
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データ重複除去 
課題 

• IOPS あたりのコストを削減する。 
• 記憶域の GB あたりのコストを削減する。 

ソリューション 
データ重複除去は、Windows Server 2012 で初めて
導入された記憶域の効率化を可能にする機能であり、
ファイル記憶域の増え続ける需要に対応する上で役
立ちます。データ ホスト用の記憶域を拡張する代わ
りに、Windows Server は自動的にディスク全体を
スキャンし、ユーザーが格納したデータ内の重複する
チャンクを識別し、それらのチャンクを一度だけ格納
することによってスペースを節約します。 

データ重複除去では、各チャンクを 1 つだけ格納することによって、既存の記憶域インフラストラクチャが最適化
されるため、コストを削減できます。また、重複除去によって、記憶域のアップグレードを購入する必要性の先送り
や、既存の記憶域投資のライフサイクルの延長が可能になり、より一層の節減効果が得られます。 

社内テストと ESG ラボによって実施されたテストの両方から、データ重複除去によって標準的なファイル共有で 
25 ～ 60%、OS の VHD で 90% の記憶域の節減が証明されました。これは、単一インスタンス記憶域 (SIS) ま
たは NTFS 圧縮を使用した場合よりも大幅な向上です。 
 

 

図 8: データ重複除去によるコストの削減効果 
 
データ重複除去では、CPU とメモリの消費も調整されます。これにより、サーバーのパフォーマンスに影響を及ぼ
さずに大規模なボリュームを実装できます。さらに、メタデータとプレビューの冗長性は、予期しない停電によるデー
タの損失を防ぐ場合に役立ちます。また、データの整合性と一貫性のチェックに加えて、チェックサムも、データ重
複除去を使用するために構成されたボリュームの破損を防ぐ上で役立ちます。 

また、オフピーク時に定期的な圧縮実行時間をスケジュールすることで、その処理がデータ アクセスに及ぼす可能
性のある影響を低減することもできます。 

データ重複除去の概要 

• 重複するデータ チャンクを識別し、 
各チャンクを 1 つだけ格納 

• OS の VHD ファイルに必要な記憶域を
最大 90% 削減 

• CPU およびメモリの負荷を低減 
• 優れた信頼性と整合性を実現 
• 単一インスタンス記憶域  (SIS) または 

NTFS 圧縮よりも記憶域の使用効率が 
向上 

出典: ESG ラボおよび Microsoft での内部テスト 

さまざまなワークロードにデータ重複除去を適用したときの平均的なデータ量削減 

オペレーティング システムの VHD 

VHD のライブラリ 

ソフトウェアの展開共有 

一般的なファイル共有 
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SMB マルチチャネル
によるネットワーク 
フォールト トレランス 

SMB マルチチャネルの概要 

• SMB マルチパス ネットワークの
自動検出 

• パスの障害に対する高い回復性 
• 透過フェールオーバーと回復機能 
• スループットの向上 
• 管理オーバーヘッドがほとんど 

発生しない自動構成 

 

課題 
既存のハードウェアで信頼性とパフォーマンスの向上を達成する。 

ソリューション 
SMB マルチチャネルを使用すると、アプリケーション サービスを中断させることなく、ネットワーク パスの障害
が自動的かつ透過的に処理されます。Windows Server 2012 R2 は、予期しないサーバーの問題を見つけ出し、分
離して、対応します。これにより、SMB クライアントと SMB サーバーの間で複数のパスが利用できる場合に、ネッ
トワーク フォールト トレランスを実現できます。 

SMB マルチチャネルでは、複数のパスがある場合に複数のネットワーク インターフェイスのネットワーク帯域幅を
集約できます。サーバー アプリケーションは、利用できるネットワーク帯域幅をフル活用でき、ネットワーク障害
からすばやく回復できます。 
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SMB ダイレクト 
(RDMA) 
 

SMB ダイレクトの概要 

• SMB ダイレクトは、Microsoft の
リモート ダイレクト メモリ  
アクセス (RDMA) の実装 

• SMB ダイレクトにより、 
記憶域の場所から 
アプリケーションにデータが 
直接転送されるため、 
パフォーマンスが向上 

 

課題 
• NIC の回線速度ではなく、CPU によるトラフィックの処理速度によってネットワーク チャネルのパ

フォーマンスが制限される 

• 基になるハードウェアにデータ転送をオフロードする 
 

ソリューション 
Windows Server 2012 および R2 の SMB プロ
トコルには、リモート ダイレクト メモリ アクセス 
(RDMA) ネットワーク アダプターのサポートが含
まれているため、ファイバー チャネルに匹敵する記
憶域のパフォーマンス機能が得られます。RDMA 
ネットワーク アダプターは、カーネルをバイパスし
て書き込みと読み取り操作をメモリに対して直接行
うことができるので、待機時間が非常に短く、フル 
スピードで実行することによってこのパフォーマン
ス機能を実現します。アダプター ハードウェアに実
装された信頼性の高い転送プロトコルが、カーネル 
バイパスによるゼロコピー ネットワーキングを可
能にします。 

SMB ダイレクトを使用すると、SMB などのアプリ
ケーションは、メモリのデータをアダプターから
ネットワークへ、さらにファイル共有からデータを
要求しているアプリケーションのメモリへと、直接
転送できます。この機能は、Hyper-V や  SQL 
Server などの読み取り/書き込み集中型のワーク

ロードに特に役立ち、リモート ファイル サーバー
でローカル記憶域に匹敵するパフォーマンスを達成
できます。 

従来のネットワーキングでは、アプリケーションか
らリモート記憶域の場所への要求は、クライアント
側とサーバー側の両方で多数の段階やバッファー 
(SMB クライアントやサーバーのバッファー、ネッ
トワーキング スタックのトランスポート プロトコ
ル ドライバー、ネットワーク カード ドライバーな
ど) を通過する必要があります。 

一方、SMB ダイレクトでは、SMB クライアント 
バッファーからクライアントのネットワーク イン
ターフェイス カード (NIC) を通じてサーバーの 
NIC、そして SMB サーバーまでデータの転送要求
を直接行います。 

次に、SMB ダイレクト (RDMA) を使用しないソ
リューションと使用するソリューションの例を示し
ます。 
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SMB ダイレクト (RDMA) を 
使用しない場合 

1. クライアント アプリケーションが 500 
KB のデータを要求します。これは、クラ
イアントとサーバー間の要求であることも、
サーバー間の要求であることも考えられま
す (Hyper-V 記憶域のスケールアウト共
有と同様)。 

2. クライアントは、SMB 要求を生成し、その
要求を TCP/IP スタックを使用してサー
バーに送信します。 

 
 

3. サーバーは 500 KB のデータを複数のパ
ケットに分割します。これにより、サーバー
の CPU サイクルが消費されます。 

4. クライアントはパケットを受信し、元の 
500 KB のデータに戻してスタックに送信
します。これにより、クライアントの CPU 
サイクルが消費されます。 

注: サーバーは 500 KB 全体を直ちに送信す
ることはできません。小さいパケットに分割し
てから送る必要があります。 

 

 

図 9: SMB ダイレクトと RDMA を使用しないクライアントとサーバーの例 
 
複数の NIC を使用して IO を集中的に行う多数の操作を処理する場合、このカーネル モードのアクティビティの
反復実行によって CPU が影響を受けることがあります。ネットワーク パケットの処理に消費される CPU 時間が
多ければ多いほど、データベース要求や仮想マシンのワークロードなどその他の処理に利用できる CPU 時間が減少
します。 
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SMB ダイレクト  
(RDMA) を使用する 
場合 
Microsoft では、パートナーおよびベン
ダーと協力して、高速データ転送をサポー
トする特殊  NIC クラスを  Windows 
Server 2012 R2 に導入しました。この 
NIC は CPU 使用率の面で優れており、ま
た RDMA をサポートしているため、ホス
ト CPU の関与を必要とすることなく、
NIC 間データ転送が可能です。 

下図の SMB ダイレクト (RDMA) の例では、次の処理が行われま
す。 

1. クライアントが同じ 500 KB のデータを要求します。 
2. SMB ダイレクト トランスポート ドライバーが、その

データが存在するメモリ内の場所を特定し、NIC に代
わってその場所を登録します。 

3. 対象の 500 KB のデータをクライアントのメモリに直接
読み取ることを要求する RDMA 要求がサーバーに送信
されます。 

4. クライアント アプリケーションとサーバーが、TCP/IP 
による通常のピアツーピア ネットワーキングで発生する
パケット レベルの制約を受けることなく、メモリからメ
モリへのデータの直接転送を実行します。 

5. 2 つの NIC またはチームが、CPU への依存性もオー
バーヘッドも発生させることなく、転送を実行します。 

SMB ダイレクトは極めて高速です。テストでは、転送時の待機時
間は 1、2 ミリ秒でした。これはローカル記憶域使用時の速度と
ほぼ同じです。また、InfiniBand、RoCE、および iWARP ネット
ワーク インターフェイスのサポートによって、速度の向上がさら
に促進されます 

  
 

 
 

図 10: SMB ダイレクトと RDMA を使用するクライアントとサーバーの例 
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従来のネットワーキングでは、アプリケーションからリモー
ト記憶域の場所への要求は、クライアント側とサーバー側の
両方で多数の段階やバッファー (SMB クライアントやサー
バーのバッファー、ネットワーキング スタックのトランス
ポート プロトコル ドライバー、ネットワーク カード ドラ
イバーなど) を通過する必要があります。 

一方、SMB ダイレクトでは、SMB クライアント バッファー
からクライアント ネットワーク インターフェイス カード 
(NIC) を通じてサーバーの NIC、そして SMB サーバーま
でデータの転送要求を直接行います。この変更により、アプ
リケーションはローカル記憶域と同じ速度でリモートの記憶
域にアクセスできます。 

さらに、iWARP および InfiniBand ネットワーキング テク
ノロジを使用した場合は、この変更により、56 GB の単一 
NIC で 50 Gbps に相当する転送速度を達成できる可能性
があります。SMB ダイレクトは、転送速度を高めるだけで
なく、SMB 3.0 の一部である SMB マルチチャネルとの直
接的な互換性を通じてネットワーク パスの信頼性を高めま
す。 

 
 
 

役に立つ情報 

• RDMA 対応 NIC の 
製造元には、Mellanox、Intel 
などがあります。 

• RDMA は 10 GB および  
40 GB の NIC の事実上の 
標準になる見込みです。 

SMB ダイレクトの利点 

• CPU のオフロードによるパフォーマンスの向上と待機時間の短縮 
• 高速ネットワークの利用 (InfiniBand、iWARP など) 
• ローカル記憶域と同等の速度でのリモート記憶域へのアクセス 
• 1 つの NIC ポートでおよそ 50 Gbps の転送速度 
• 負荷分散に対応する SMB マルチチャネルとの互換性 
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オンラインでの  
VHDX のサイズ変更 
Windows Server 2012 R2 の Hyper-V では、
VHDX のサイズ操作 (拡大と縮小の両方) を
オンラインで実行できます。SLA に基づきアプ
リケーションをホストする仮想マシンは、仮想
マシンとアプリケーションをオフラインにする
ことなく、仮想マシンを実行しながらダイナ
ミック ディスクのサイズを拡大および縮小で
きる必要があります。 
 
 
 
 

記憶域 QoS Windows Server 2012 R2 の Hyper-V の記憶域に関する別
の新機能に、記憶域 QoS (サービスの品質) があります。この
機能では、SQL Server インスタンスによって使用される書き
込み時の IOPS、読み取り時の IOPS、および最大 IOPS を利
用できます。 

課題 
多くの記憶域を消費するデータベースや特定の仮想マシンのワークロードを仮想化する場合、それらが必要な帯域幅
を確保し、記憶域の帯域幅の使用状況を監視できるようにする必要があります。 

 

ソリューション 
記憶域 QoS では、仮想マシンが使用できる IOPS の
最大値を設定できます。これは、通常の営業時間内に
実行される ETL ジョブがあり、そのジョブによって
仮想スイッチで使用可能なすべての IO が使用され
ることがないようにする必要がある場合に役立ちま
す。QoS には、ゲスト ネットワーク アダプターが
設定された使用可能な帯域幅の上限に達した場合に、
その帯域幅を調整する機能があります。また、他のプ
ロセスがリソースを必要とする場合でも使用可能な
帯域幅が確保されるように、帯域幅の最小値を設定す
ることもできます。 

 
 
 

オンラインでの VHDX のサイズ変更と記憶域 QoS 
によるお客様の利点 

• VHD/VHDX の書き込み時の IOPS と読み取
り時の IOPS を調整 

• ポリシーを使用して IOPS の最大値を適用 
• 帯域幅の最小値が確保できない場合に IT 部

門にアラートを発行 
• System Center Operations Manager を利用

して QoS のイベントを監視し、必要に応じて
自動的にその値を増加 

 

Hyper-V 記憶域の機能拡張の概要 

• オンラインでの VHDX のサイズ変更 
• ダウンタイムなしで  

SCSI 仮想ディスクを拡張 
• ダウンタイムなしでゲスト内の 

ボリュームを拡大縮小 
• 記憶域 QoS (サービスの品質)  

• 記憶域の IOPS の調整 
• ポリシーベース 
• アラートおよびイベント主導型 
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Hyper-V 記憶域のライブ  
マイグレーション 
 
 
 
 

課題 
• ダウンタイムなしで仮想マシンの記憶域を統合する 
• 仮想マシンを DAS 記憶域から共有記憶域環境に移動する 

 

ソリューション 
Windows Server 2012 より前は、仮想マシンの記憶域
を移動できるのは、仮想マシンのシャットダウン中に限
られていました。Windows Server 2012 の Hyper-V 
では記憶域のライブ マイグレーションが導入されてお
り、実行中の仮想マシンに接続されている仮想ハード 
ディスクを移動できます。この機能を使用すると、記憶
域のアップグレードや移行、バックエンド記憶域の保守、
または記憶域の負荷の再分散を行うために、ダウンタイ
ムなしで、仮想ハード ディスクを新しい場所に転送する
ことができます。この操作を実行するには、Hyper-V マ
ネージャーの新しいウィザードを使用するか、Windows 
PowerShell 用の新しい Hyper-V コマンドレットを使
用します。記憶域のライブ マイグレーションは、記憶域
ネットワーク (SAN) ベースの記憶域にもファイルベー
スの記憶域にも使用できます。 

実行中の仮想マシンの仮想ハード ディスクを移動する
場合、Hyper-V では、記憶域を移動するために次の手順
が実行されます。 

1. 移動処理中のほとんどの時間では、移動元の仮
想ハード ディスクでディスクの読み取りと書
き込みを行っています。 

2. 移動元の仮想ハード ディスクで読み取りと書
き込みを行っている状態で、ディスクの内容を
移動先の新しい仮想ハード ディスクにコピー
します。 

3. 最初のディスクのコピーが完了したら、
ディスクの書き込みを移動元と移動先の両
方の仮想ハード ディスクにミラー化し、未
処理のディスクの変更をレプリケートしま
す。 

4. 移動元と移動先の仮想ハード ディスクの
同期が完了したら、仮想マシンで移動先の
仮想ハード ディスクが使用されるように
なります。 

5. 移動元の仮想ハード ディスクを削除しま
す。 

 

 

図 11: Hyper-V 記憶域のライブ マイグレーションの例 
 

  

Hyper-V 記憶域のライブ  
マイグレーションの概要 

• 仮想マシンを実行しながら、 
仮想ハード ディスクを 1 つの
ローカル パスまたは  
SMB 共有から別の場所に移動 

• ダウンタイムなしで CSV 2 に
容易に移行 

• PowerShell のサポートを提供 

Hyper-V を実行する
コンピューター 

仮想マシン 

移動元デバイス 

VHD スタック 

移動先デバイス 
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仮想マシンをデータセンター内で動的に移動しなければならない場合があるのと同様に、記憶域の負荷分散、記憶装
置サービスなどの理由から、仮想ハード ディスクを実行するために割り当てられた記憶域を移動しなければならな
い場合もあります。 

仮想マシンの記憶域を移動する理由として最も一般的なのは、Hyper-V で使用可能な物理記憶域の更新です。また、
Hyper-V でサポートされている、より低コストの新しい記憶域 (SMB ベースの記憶域など) を利用するため、また
は記憶域のスループットのボトルネックによってパフォーマンスが低下した場合の対応として、物理記憶装置間で実
行中の仮想マシンの記憶域の移動が必要になることもあります。Windows Server 2012 R2 では、ダウンタイムや
可用性の低下を生じさせることなく、仮想マシンと共に記憶域を柔軟に移動できます。 

 

 

Hyper-V 記憶域のライブ マイグレーションの利点 

• 仮想マシンを実行しながら、クラスターへの仮想マシンの移行を容易に
実行 

• 仮想マシンのモビリティの向上 
• 仮想マシンの記憶域を需要に基づき柔軟に配置 
• ダウンタイムなしで、仮想マシンの記憶域を共有記憶域に移行 
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簡素化された 
記憶域管理 
 

 Microsoft は、Windows Server 2012 R2 で優れた新機能の
セットを提供するほかにも、使用しているサーバーが 1 台か
複数かにかかわらず、記憶域ソリューションを管理する場合に
役立つすばらしい管理レイヤーも用意しました。 

Storage Management API (SM-API) は、管理ツールに
使用できる記憶域の業界標準フレームワークです。Microsoft 
は、Windows Server 2012 R2 および System Center 2012 
に合わせた速いペースで、記憶域のニーズの大きさに関係な
く、信頼性の高い反復可能な一貫した自動化フレームワークを
構築できるプラットフォームを実現しました。これにより、
ユーザーは定期的なタスクを自動化でき、それぞれのキャリア
やビジネスにとってより重要な作業に専念できるようになり
ます。 
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SM-API 
 SM-API の向上点の概要 

• 新しいアーキテクチャでディスク/パーティション操作を
最大 10 倍まで高速化 

• 新しい記憶域スペース プロバイダーが、リモート処理機能
とクラスター対応機能を提供 

• SM-API 機能で、System Center 2012 Virtual Machine 
Manager を使用した記憶域スペースの管理をサポート 

 

課題 
• System Center によって管理された記憶域プールおよびクラウドと、クラスター内の高可用性記憶域ス

ペースに対して、SM-API のサポートを提供する 
• プロビジョニングをより高速かつ容易に行う 

 
 

ソリューション 
Windows Server 2012 R2 では、そのすべての記憶
域 機 能 を ま と め る た め に 、 WMI (Windows 
Management Instrumentation) を利用した統合イ
ンターフェイスが採用されています。これにより、サー
ド パーティ製のインテリジェント記憶域サブシステ
ムを含め、物理記憶域と仮想記憶域を包括的に管理で
きます。統合インターフェイスで WMI を利用するこ
とにより、Windows PowerShell スクリプトを使用す
る IT 担当者や開発者は、優れた操作性と多様なソ
リューションを得られます。Windows Server 2012 
では、これらの機能をハイパフォーマンス コンピュー

ティング (HPC) や Microsoft System Center と統
合して、パフォーマンスを向上できます。また、管理
アプリケーションで単一の Windows API を使用す
ると、SMP や SMI-S などの標準ベースのプロトコル
により、さまざまな種類の記憶域を管理できるように
なります。 

記憶域管理用の統合インターフェイスには、定義済み
の  WMI インターフェイスおよび  Windows 
PowerShell インターフェイスのコア セットに加え、
より高度な管理に使用できる機能も用意されています。 

 
 

 

図 12: 統合記憶域管理アーキテクチャ 

 

管理ソフトウェア ファイル サーバー マネージャー サード パーティ管理 
アプリケーション 

Microsoft System Center 

記憶域管理 API Windows 記憶域管理 API 
 (Windows PowerShell および WMI) 

拡張機能用パススルー API (WMI) 

記憶域管理プロバイダー (SMP) インターフェイス 

Windows 標準ベースの 
記憶域管理サービス 

SMP: 
 サード パーティ プロバイダー 

SMP: 記憶域スペース 
 (パススルーのサポートなし) 

記憶域ベンダーの 
ハードウェアと 
ソフトウェア 

 

SMI-S ハードウェア 
プロバイダー 

専用トランスポートおよび/ 
またはプロトコル 

記憶域アレイ
/RAIDコント 
 ローラー 

SMI-S ハードウェア 
プロバイダー 

記憶域アレイ
/RAIDコント 
 ローラー 

記憶域アレイ
/RAIDコント 
 ローラー 
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統合インターフェイスにより、記憶域を管理するための
強力で一貫したメカニズムが得られ、複雑さと運用コス
トを低減できます。記憶域インターフェイスには、定義
済みの  WMI インターフェイスおよび  Windows 
PowerShell インターフェイスのコア セットに加え、
高度な記憶域の管理に使用される機能も用意されてい
ます。 

Windows Server 2012 の SM-API 機能のほとんど
は、ファイル サービスおよび記憶域サービスのマネー
ジャーの役割とツールの追加に伴い実装されたもので
す。しかし、クラスターベースの記憶域スペースをリ
モートで管理する機能がありませんでした。そこで、
Windows Server 2012 R2 ではその機能が追加され
ました。サーバー マネージャー内のファイル サービス
および記憶域サービスの管理インターフェイスでは、次
のタスクを実行することができます。 

• ネットワーク上の多数の物理ディスクを管理
しやすいボリュームにグループ化して記憶域
プールを作成し、それらの記憶域プールを 1 
つの単位として管理する。 

• SMB および NFS を使用してネットワークの
任意の場所でボリュームを追加し共有する。 

• iSCSI 仮想ディスクおよびターゲットを作成
し管理する。 

Windows Server 2012 R2 による記憶域の管理は、
System Center 2012 Virtual Machine Manager およ
び System Center 2012 Virtual Machine Manager 
(SCVMM) R2 のサポートを向上させるために拡張さ
れました。その SCVMM R2 の利点には次のようなも
のがあります。 

• 記憶域検出 
 SAN の検出 

 FC、iSCSI、SAS 
 NAS の検出 

 内蔵 NAS、NAS ヘッド 
 ファイル サーバーの検出 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Windows スケールアウト 
ファイル サーバー 

 SAN/NAS/ファイル  サー
バーの検出レベル 

 レベル 0: プロバイダー、サブシステ
ム (アレイ)、ファイル サーバー、およ
びすべての関連要素 

 レベル 1: 記憶域プール、ファイル共
有、およびすべての関連要素 

 レベル 2: LUN、マスク セット、イニ
シエーター ポート (アレイで認識)、
ターゲット ポート、iSCSI ポータル、
ファイル共有の ACL、およびすべての
関連要素 

 レベル 3: 物理ディスクおよびすべて
の関連要素 

• 容量管理 
• スケールアウト ファイル サーバーの展開 
• 記憶域スペースのプロビジョニング 

 

記憶域管理の利点: 

• 新しいアーキテクチャでディスク/ 
パーティションの列挙操作を 
最大 10 倍まで高速化 

• リモート処理機能とクラスター対応機能
による拡張 

• SM-API によって提供される新しい 
Windows Server 2012 R2 プレビューの
記憶域スペース機能 (階層化、 
ライトバック キャッシュなど) 

• SCVMM に追加された SM-API の機能 
• VMM コンソールで数分以内に 

実行できるエンド ツー エンドの 
高可用性記憶域スペースの 
プロビジョニング 

• さまざまな PowerShell の追加機能 
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サーバー マネージャーによる記憶域管理 UI の向上 

サーバー マネージャー UI では、データセンター全体の記憶域ソリューションを表示できます。ソリューションの
ベースが SAN、記憶域スペース、RAID コントローラーに関係なく、ディスクや LUN など、すべての状態を表示
できます。これは、特定の物理ディスクを記憶域スペース内に作成された仮想ディスクと関連付ける際に非常に便利
です。 

また、すべての記憶域機能は、PowerShell モジュールを使用して管理できます。サーバー マネージャーを使用し
て実行できるすべての操作は PowerShell でも実行できるため、使用しているサーバーが 1 台か複数かにかかわら
ず、新しい記憶域スペースや仮想ディスクのプロビジョニングを自動化できるようになります。 

System Center Operations Manager にも、さまざまな記憶域機能に使用できるように作成された管理パックが用
意されており、各機能のパフォーマンスと状態を監視できます。 
 
 
 
 
 
 

 

役に立つ情報 

SCVMM 2012 R2 および Windows Server 2012 R2 では、ベアメタル サーバーからでも、ラック搭
載、スタック型のいつでも利用できる既存の R2 サーバーからでも、高可用性記憶域スペースを使用し
て数分以内に SoFS をプロビジョニングできます。この手順は数分で済み、VMM コンソールを使用し
て以下を実行します。 
 

1. [実行アカウント] を選択し、ベースボード管理コントローラー (BMC) プロトコルを選択しま
す。 

2. [IP アドレスの範囲] か [サーバー名] でサーバーを選択します (Hyper-V ロールをあらかじ
めインストールしておくことはできません)。 

3. SCVMM は、Wake On LAN (WOL) を実行してサーバーを起動し、SoFS のプロビジョニング 
プロセスを開始すると同時に、他のプロビジョニングを反復実行するための PowerShell コー
ドを生成します。 

4. バックエンド記憶域には、記憶域プールを実行する JBOD 記憶域を使用することもできます。 
5. プロビジョニングが完了したら、(上記のプロセスと同様に) SoFS にさらにサーバーを追加して

フロントエンド ファイル サーバーを拡張することができます。また、記憶域プールにさらに
ディスクを追加することも可能です。これらの操作はすべて SoFS を実行しながら行うことで
きます。 
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データの保護 

 

コア オペレーティング システムとアプリケーションのデータを
保護するために、Windows Server 2012 R2 では、新しい 
Resilient File System (ReFS) と NTFS の CHKDSK ユーティ
リティを組み込む複数層アプローチを採用しています。ReFS と 
CHKDSK はどちらも最高レベルの可用性を提供できるように設
計されています。 

ReFS では、ディスクに破損領域がある場合でも、ReFS ボリュー
ムの影響を受けた領域が修復されている間、ボリュームのオンライ
ン状態が維持されます。また、NTFS での CHKDSK は、NTFS ボ
リュームの影響を受けた領域に対してのみ実行されるようになり
ました。こちらも同様に、エラーがある場合でもボリュームのオン
ライン状態は維持されます。 

その他のレイヤーには、ディスク レベルの保護やフォールト トレ
ランスなどがあります。これらは、System Center 2012 SP1 Data 
Protection Manager (DPM) 、 Windows Azure Backup 、
StorSimple、および Hyper-V レプリカを通じて実装される、回
復性に優れた高可用記憶域スペースや、ワークロードとデータセン
ターの保護および可用性によって実現されます。 
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ファイルシステムと 
ディレクトリの保護 
 
 

ReFS の概要 

• システムの最高レベルの可用性を維持 
• エンド ツー エンドで回復性の高い完全な 

アーキテクチャを実現し、"コピー オン ライト" 
方式を使用してファイルを更新することでディ
スクの電源が切れた場合に生じる破損を回避 

• すべてのメタデータに対しチェックサムを提供 

 

課題 
• ボリュームの拡張 
• 電源障害に対する回復性の強化 
• 可用性の向上 

 
 

ソリューション 
Windows Server 2012 では、新たなファイル システ
ムとして Resilient File System (ReFS) が導入されま
した。ReFS は、一般的に使用されている NTFS ファ
イル システムとの互換性を維持しながら、新世代の記
憶域テクノロジやシナリオをサポートするために構築
されたファイル システムです。そのようなシナリオに
は次のようなものがあります。 

• 基になる記憶域の信頼性が本質的に低い可能
性があるという想定の下で、システムの最高レ
ベルの可用性と信頼性を維持する。 

• 記憶域と共に使われる場合にエンド ツー エ
ンドで回復性の高い完全なアーキテクチャを
実現し、これらの 2 つの機能の能力と信頼性
が相互に高められる。 

• "コピー オン ライト" 方式でファイルを更新
し、更新ごとに新しい場所にファイルを保存す
ることによって、ディスクの電源が切れた場合
に生じる破損を回避する。 

• ReFS のすべてのメタデータに対するチェッ
クサムをツリー レベルで実行し、ツリー ペー
ジ自体とは別に格納する (そのため、メディア
上のデータの劣化をはじめ、あらゆる種類の
ディスク破損を検出できる)。 

• 今後 10 年間、さらにはその後もずっと、記憶
域と共に使用され、記憶域の優れた安定性、柔
軟性、スケーラビリティ、および可用性を実現
した機能によって Windows の記憶域の基盤
を形成する。 

Windows Server 2012 R2 の CHKDSK は、数分から
数時間もかけて実行されていた処理が数秒で完了する
ように改善されています。ボリュームのスキャンをオン
ラインで実行できるようになったため、修復のためにボ
リュームをオフラインにする必要性がなくなります。 
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図 13: ReFS および CHKDSK の特長 
 
 
 
 

Resilent FIle System (ReFS) 
• 可用性に影響を及ぼすことなく、ファイル システムの 

破損から迅速に回復 

• 停電による破損に対する高い回復性 

• ファイル システムのメタデータに対する定期的な 
チェックサムによる検証 

• データ整合性の保護の強化 

• ReFS は、サブディレクトリの再構築中もオンライン状態を 
維持し、孤立したサブディレクトリが存在する場所を 
認識して、自動的にそれらを再構築する 

• ファイル サーバー ボリュームに最適 

CHKDSK 

ReFS の利点 

• 電源障害に対するより高い回復性 
• システムの最高レベルの可用性 
• より優れた永続性を備えたより 

大きなボリューム 
• ペタバイト サイズのボリュームに拡張可能 

• 数秒で破損データを修復 

• CSV と組み合わせて使用するとオフライン時間が発生しない 

• ディスクのスキャン プロセスは修復プロセスから分離 

• ボリュームをオンラインでスキャンしオフラインで修復 

出典: ESG ラボ 

時間 

シリーズ 1 シリーズ 2 
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Windows Azure  
Backup 
 
Windows Azure Backup サービスは、Microsoft が管理
するクラウドベースの記憶域サービスです。Windows 
Server 2012 R2 と Windows Azure Backup を実行し
ているサーバー間でデータを転送するには、Windows 
Azure Backup サービス エージェントを使用するか、
Online Backup 用の Windows PowerShell コマンド
レットを使用します。 
 
 
 
 

 

図 14: Windows Azure Backup 

 
 

対象の顧客層 
Windows Azure Backup サービスは、十分なバックアップ インフラストラクチャをローカルに持たない小規模企
業、部門でのバックアップ、およびリモート オフィスでのバックアップを想定した、低コストのバックアップおよ
び回復ソリューションとして設計されました。Windows Azure Backup サービスは、DPM などのエンタープライ
ズ レベルのバックアップ ソリューションに代わるものではありません。Windows Azure Backup サービスを使用
する場合の主要なワークフローは、次のタスクによって構成されます。 
 
 
 

Windows Azure Backup の概要: 

• オンライン バックアップを提供する
クラウドベースの記憶域サービス 

• PowerShell のインストルメント化 
• アプリケーションおよびデータに対す

るシンプルで信頼性の高い障害回復ソ
リューション 

• DPM をサポート 

Microsoft のオンライン 
バックアップ ポータル 

Microsoft のオンライン 
バックアップ サービス 

サード パーティの 
オンライン バックアップ 

サービス 

サード パーティの 
オンライン バックアップ 

ポータル 

Windows Server 
2012 R2 プレビュー 

登録 登録 バックアップ/ 
復元 

Windows Server 2012 
R2 プレビューのバック
アップ機能 (拡張可能) 

Windows Azure サード パーティの 
クラウド 

組み込みエンジン、
組み込み UI 

エージェント 
• Microsft のオンライン バックアップ 
• サード パーティのエージェント 

IT 担当者 

• サインアップ 
• 課金 

• サインアップ 
• 課金 

・ Windows Azure Backup 
サービスの利用によるデー
タ バックアップが可能。 

・ ユーザー設定のスケジュー
ルにより Azure にデータ
をバックアップ。 

・ バックアップのストレージ
および管理コストの削減。 

・ 小規模ビジネス、ブランチ 
オフィス、および部門別のビ
ジネス ニーズに最適。 
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System Center 
2012 Data 
Protection Manager 
(DPM) 
System Center 2012 Data Protection Manager 
(DPM) は、 SQL Server 、 Exchange Server 、
SharePoint、仮想サーバー、ファイル サーバーなど
のサーバーでディスク ベースおよびテープ ベースの
データ保護と回復を可能にし、Windows デスクトッ
プおよびノート PC のサポートを有効にします。また 
DPM では、システムの状態とベア  メタル回復 
(BMR) を一元管理することもできます。新機能には、
Azure のクラウド サービスおよびアプリケーション
でのオフサイト レプリケーションとバックアップな
どがあります。System Center DPM の具体的な対象
領域は次のとおりです。 

• ボリューム、共有、およびフォルダー内のファイ
ル データ 

• Exchange Server ストレージ グループ、SQL 
Server データベース、Windows SharePoint 
Services ファーム、および Microsoft Virtual 
Server とその仮想マシンなどのアプリケーショ
ン データ 

• Windows XP Professional SP2 および Home 
を除くすべての Windows Vista エディション
を実行するワークステーションのファイル 

• クラスター化されたサーバー上のファイルおよび
アプリケーション データ 

• 保護されるファイル サーバーおよびアプリケー
ション サーバーのシステム状態 

 
 
 

 

図 15: System Center 2012 DPM 
 
System Center 2012 DPM R2 には、DPM 2012 で提供された次の機能が含まれています。 

• ディスク ベースのデータの保護および回復 
• Windows PowerShell を使用したコマンドライン スクリプトの作成 
• DPM エージェントを配布するためのエンタープライズ展開方法 
• Operations Manager によるエンタープライズ監視 
• テープ ベースのバックアップおよびアーカイブ ソリューション 
• Windows を実行しているサーバーのベアメタル回復を提供する障害回復ソリューション 

加えて、System Center 2012 DPM R2 には、次の新機能もあります。 

Windows Server 

SQL Server 

SharePoint 

Exchange 

Microsoft Dynamics 

Active Directory 
Hyper-V 
ファイル サービス 

最大 15 分ごと 

Windows  
クライアント 

System Center  
Operations Manager 

ディスクベースの回復 

System Center Data 
Protection Manager 

テープベースのバックアップ 

Windows Azure Backup 

Data Protection Manager による
障害回復  
(オフサイト レプリケーションと
テープを使用) 

Microsoft 
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Windows Azure Backup 
System Center 2012 Data Protection 
Manager (DPM) をディスクまたはオンプ
レミスのセカンダリ DPM サーバーにバッ
クアップする代わりに、Windows Azure 
Backup を使用して、DPM サーバーおよび
それらのサーバーによって保護されている
データをクラウドにバックアックできます。 

Windows Azure Backup は、DPM のディ
スク ベース保護機能と連携します。オンラ
イン保護を有効にすると、ディスク ベース 
レプリカがオンラインの場所にバックアッ
プされます。これにより、保護のレベルが向
上し、安心感が高まります。 

 
 

 

図 15: DPM が Windows Azure Backup と連携するしくみ 

 
 
仮想展開 
DPM R2 は、仮想環境の仮想マシンに展開できます。また、VMM ライブラリを通じて共有されている VHDX 記憶
域プール ディスクを使用して記憶域を構成することも可能です。 
 
 
Linux 仮想マシンのバックアップ 
DPM R2 では、Hyper-V 仮想マシンに対して既に提供されているサポートに加えて、Linux 仮想マシンの保護と
バックアップがサポートされます。ただし、Linux のバックアップでは、ファイル レベルで一貫性のあるスナップ
ショットのみサポートされ、アプリケーション レベルで一貫性のあるスナップショットはサポートされません。ま
た、Linux 仮想マシンの保護は、Windows Azure Backup サービスではサポートされません。 
 
 
 
 
 

Windows Azure Backup サービスの利点 

• スケーラビリティ、柔軟性、簡素化された
ストレージ管理の実現により、 
総保有コスト (TCO) を削減 

• 信頼性と安全性に優れた短期間の 
オフサイト バックアップ復元 
ソリューションの提供による安心感 

• 既存の DPM バックアップ、回復、および
監視ワークフローにシームレスに 
統合されるため、簡素化を実現 

DPM 保護 
エージェント 

Windows Azure 
Online Backup  
保護エージェント 

保護されたコンピューター (PS1) DPM サーバー (D1) 

保護された 
ボリューム 

保護された 
ボリュームのレプリカ 

保護された 
ボリュームのレプリカ 
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SQL Server クラスターの 
サポート 
DPM R2 では、クラスター化された SQL 
Server ノードの使用がサポートされるよ
うになり、System Center 2012 および 
System Center 2012 SP1 のスタンドア
ロン要件が廃止されました。この新機能に
より、スタンドアロンのサーバーのほか
に、リモートの SQL Server クラスター
を使用することができます。その他の利点
には次のようなものがあります。 

 
• 信頼性 

 SQL Server クラスターのサポートにより、ス
タンドアロンの SQL Server を使用する場合
の単一障害点が解消されます。 

• スケーラビリティ 
 DPM 展開の拡大に応じて、別のクラスター化
された SQL Server データベースやインスタ
ンスを追加できます。 

• 一貫性 
 SQL Server クラスターのサポートにより、他
の System Center 2012 コンポーネントと
の DPM の一貫性を確保できます。 

• 加えて、DPM レポート サーバーを DPM データベースに使
用されている同じスタンドアロン サーバーまたはクラス
ター化された SQL Server にインストールすることや、異な
る SQL Server にインストールすることもできます。 

 
 
 

エンタープライズに対応した  
DPM 
Microsoft IT は、80 台の DPM サーバーを使用して、
3.5 ペタバイトのデータのバックアップを実行してい
ます。これには、Windows Azure Backup も含まれ
ます。非常に一般的なシナリオであるドメインの外側
に存在するコンピューターに対して、DPM では証明書
ベースの保護がサポートされています。さらに、クラ
スター化されたワークロードの保護も備え、また、
Operations Manager との統合によって、アプリケー
ション、ファブリック、およびインフラストラクチャ
を監視する場合と同様の方法でバックアップと回復の
操作を監視することができます。 

DPM により、お客様は任意のサイズに拡張できる単
一のバックアップおよび回復ソリューションを利用
でき、あらゆる Microsoft アプリケーションまたは 
Microsoft 以外のアプリケーションを容易にバック
アップできます。クラスター化および仮想化された
ワークロードはオンライン バックアップで完全に
サポートされています。それらのジョブが CSV ボ
リュームの単純な VSS コピーであるか、Exchange、
SQL Server、SharePoint、CRM などのエンタープ
ライズ アプリケーションに対する複雑なバック
アップ操作であるかは関係ありません。さらに、DPM 
を Operations Manager および Virtual Machine 
Manger と統合することで、クラウドベースのアプ
リケーションの効率的なバックアップが可能になり
ます。  

System Center 2012 R2 DPM の利点 

• すべてのエンタープライズ データ、 
インフラストラクチャ、および 
アプリケーションを保護する単一の 
バックアップおよび回復ソリューション 

• Windows Azure Backup による 
オフサイト レプリカ 

• 任意のサイズへの拡張と、Operations 
Manager および SCVMM との緊密な
統合 

• DPM でのクラスター化された  SQL 
ノードおよび仮想化展開のサポート 
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Hyper-V レプリカ 
Windows Server 2012 では、事業継続性と障害
回復を目的とした、仮想マシンの非同期レプリケー
ションを提供する組み込み機能として Hyper-V 
レプリカが導入されました。プライマリ サイトで
障害 (電源障害、火災、自然災害など) が発生した
場合、管理者は回復サイトにある Hyper-V サー
バーに運用仮想マシンを手動でフェール オーバー
できます。フェールオーバー時、仮想マシンはある
一時点 (ポイントインタイム) の状態に、数分以内
に回復されます。回復サイトで実行されている仮想
マシンには、ネットワークの残りの部分からほぼリ
アルタイムでアクセスできます。プライマリ サイ
トが復旧したら、管理者は手動で仮想マシンをプラ
イマリ サイトの Hyper-V サーバーに戻すことが
できます。 
 
 

課題 
• データの損失を最小限に抑えて、または損失なしで、ダウンタイム イベントからビジネス機能をすばや

く回復 
• 電源障害、IT ハードウェアの障害、ネットワーク停止、人的ミス、IT ソフトウェアの障害、自然災害

などに対する保護 
• 会社が障害からの回復を行う上で役立つ手ごろな価格の信頼性の高いビジネス継続性ソリューション 

ソリューション 
1 台の仮想マシンまたは仮想マシン グループのレプリケーションの構成が完了したら、Hyper-V レプリカを使用し
て、プライマリ サイトの Hyper-V ホストからレプリカ サイトの別の Hyper-V ホストに、ネットワーク リンク
を介して Hyper-V 仮想マシンをレプリケートできます。このソリューションは、記憶域アレイや他のソフトウェア 
レプリケーション テクノロジに依存することはありません。Windows Server 2012 R2 では、レプリケーション ト
ポロジをさらに 3 つ目のサイトに結び付けることで、障害回復の保護レイヤーを追加できます。 
 

 
図 16: さまざまなシステムおよびクラスターからリモート サイトへの WAN を介した仮想マシンの安全なレプリケーション 

 

プライマリ サイト 

プライマリからセカンダリに構成されたレプリケーション 

Hyper-V レプリカの概要: 

• 特定の時点への回復によって回復サイト
に仮想マシンを同期レプリケーション 

• プライマリ サイト、回復サイト、 
DR サイトによる 3 サイト グループを
使用可能 

• 障害回復を数分以内で実行 
• SCVMM およびフェールオーバー クラス

タリングとの緊密な統合により、 
ライブ マイグレーションをサポート 

レプリケーション チャネル 
セカンダリ サイト 

ブロック 
記憶域上の 
CSV 

SMB 共有 
ファイル 
ベースの 
記憶域 

1 つ目のレプリカに対して 3 つ目のサイトへの 
レプリケーションを有効にできる 

レプリケーション チャネル 
セカンダリ サイト 

レプリケーション 
DR サイト 

SMB 共有 
ファイル 
ベースの 
記憶域 

DAS 
 記憶域 
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フェールオーバー  
クラスターのサポート 
Hyper-V とフェールオーバー クラスタリングを組み
合わせて使用することで、仮想マシンの可用性が高ま
ります。管理者は、異常時に仮想マシンをクラスター
内の別のホストにシームレスに移行したり、仮想化ア
プリケーションに影響を与えずに仮想マシンの負荷を
分散したりすることができます。そのためには、CA 共
有の VHDX ファイルの記憶域用に SoFS と CSV-2 
を使用する必要があります。 
 
 
 

これにより、ローカル ホストの障害やクラスター内の
ホストのスケジュールされたメンテナンスから仮想化
されたワークロードを保護できるものの、データ セン
ター全体の異常からはビジネスは保護されません。
データ センター全体に対してハードウェアベースの 
SAN レプリケーションを行うフェールオーバー クラ
スタリングを使用することもできますが、一般的には
コストが高額になります。Hyper-V レプリカは、付属
の障害回復ソリューションを手ごろな価格で提供する
ことで、Windows Server Hyper-V のサービスの大
きなギャップを埋めます。 

 
 

Hyper-V レプリケーション アーキテクチャ 
Hyper-V レプリケーション アーキテクチャは、次のコンポーネントで構成されます。 

Hyper-V レプリカ レプリケーション トラッカー (RT) 
Hyper-V レプリカ レプリケーション トラッカーは、仮想マシンに関連付けられた仮想ハード ディスクに対する更
新をレプリカ サーバーに定期的にレプリケートします。Windows Server 2012 R2 では、この間隔を 30 秒、5 分、
30 分のいずれかに構成できます。VM/VHD に対してレプリケーションを有効にすると、VM/VHD に対する変更は
すべて、レプリケート対象の VHD ファイルと同じフォルダーに格納されているレプリケーション ログ (*.HRL) 
に記録されます。仮想マシン上のレプリケーション対象の VHD ごとに追跡ログが関連付けられています。このロ
グは、プライマリ サーバーからレプリカ サーバーに転送されます。 

回復履歴によって仮想マシンをどの時点まで回復できるかを制御します。仮想マシンの回復履歴は、Hyper-V 管理
者が各仮想マシンに対して行った設定によって決まります。既定のオプションでは、最新の回復ポイントのみ格納さ
れます。これにより、レプリケートされたすべてのログ データが元の仮想マシンの VHD にマージされます。変更
がマージされたレプリカ サーバーによって受信確認が送信されたら、このプロセスが自動的に繰り返されます。レ
プリケーションのメタデータ (特にクラスター フェールオーバーやライブ マイグレーションなどの仮想マシンの
モビリティに関するシナリオで保持される必要があるメタデータ) は、仮想マシンの構成内に保存されます。 

プライマリ サイトがスケジュールどおりレプリケーションの確認通知を受け取ったと想定して、次の各シナリオで
変更がどのようにマージされるかを示します。 

• シナリオ 1: 最新の回復ポイントのみを格納する場合 
 30 秒、5 分、30 分のいずれかに構成された間隔で、レプリケーション ログがプライマリ サーバー
で固定され、レプリカ サーバーに送信されます。プライマリ サーバーで新しいログが開始され、
レプリケートされたログがレプリカ サーバー上の VHD にマージされます。 

• シナリオ 2: 標準レプリカを格納する場合 
 シナリオ 1 に加えて、レプリカ サーバーで 1 時間ごとに回復スナップショットが作成されます。
作成される回復スナップショットの数は、保持するレプリカの数と一致します。上限に達すると、
マージが開始されて最も古いスナップショットが基のレプリカ VHD にマージされ、期限切れのス
ナップショットは削除されます。 

• シナリオ 3: 標準レプリカを格納し、さらにアプリケーション間で整合性のある回復ポイントも必要と
している場合 

 シナリオ 2 に加えて、必要な間隔で VSS スナップショットが作成されて、レプリカ サイトに送
信されます。アプリケーション間で整合性のあるコピーを受け取ると、レプリカのスナップショッ
ト全体でアプリケーション間の整合性が維持されるようになります。 

 Windows Server 2012 R2 記憶域 - テクニカル シナリオおよびソリューション 41 



 

Hyper-V レプリカ ブローカー マネージャー 
Hyper-V レプリカ ブローカー マネージャーは、Hyper-V レプリカ サーバーと同じように動作します。ただし、
プライマリとレプリカ サーバーが一体化しているのではなく、レプリカ ブローカー マネージャーがネットワーク 
リスナーをフェールオーバー クラスター内に保持している点が異なります。つまり、クラスター内のすべての仮想
マシン (最大 8,000 台まで可能) を、別のクラスター内のレプリカと (そのクラスターが別のデータセンターや都
市にある場合でも) 同期することができます。Hyper-V レプリケーションは最大 64 ノードまで拡張できます。
Hyper-V レプリカ ブローカー マネージャーをクラスターで設定する場合の唯一の相違点は、2 つのレプリケー
ション パートナーがスタンドアロン ホストではなくクラスターであることです。 

 

 

図 17: Hyper-V レプリカの通信アーキテクチャ 
 
 
Hyper-V レプリカ アーキテクチャは、デー
タとコントロールの双方向の通信モデルを
実現するトランスポート レイヤーを実装し
ます。Hyper-V レプリカのアクセス制御と
認証は、レプリカの変更と同様にこのトラン
スポートを介して送信されます。PKI を使
用してレプリケーション トラフィックを暗
号化することもできます。  
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Hyper-V レプリカの利点 

• 一部またはすべての仮想マシンのオフサイト 
ウォーム スタンバイ 

• 仮想マシンを最大 8,000 台まで拡張可能 
• 仮想マシン レベルで構成可能 
• PowerShell による自動化 
• モビリティに関するすべてのシナリオで 

レプリケーション メタデータが仮想マシンと
共に移動 

• 暗号化のサポート  

ファイアウォール 
ポートの構成 

IR、DR 送信 (データおよびコントロール  
メッセージ ack(…)) 
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Hyper-V  
回復マネージャー 
Hyper-V 回復マネージャーは、Hyper-V の新しいクラウド
規模の障害回復ソリューションです。Windows Server 2012 
R2 および SCVMM 2012 SP1 を基盤として構築されまし
た。このソリューションは、Microsoft の新しい DRaaS 
(サービスとしての障害回復) アーキテクチャの一部です。  

HVRM の概要: 

• クラウド規模の DR ソリューション 
• Hyper-V レプリカを基盤とする 
• SCVMM 2012 と Azureの 

オーケストレーション 
• 通信の暗号化 
• メタデータは Azure にのみ 

送信される 

 

課題 
• ダウンタイムに関連するコストの削減 
• 高コストな同期レプリケーションを備えた障害回復ソリューションのニーズ 
• サービスの継続的な監視 
• 多数の仮想マシンの手動による回復 
• コストと複雑さが原因で保護されていないワークロード 

 

ソリューション 
パブリック クラウドおよびプライベート クラウド アー
キテクチャに移行する企業の増加に伴い、Windows Server 
2012 で初めて導入された Hyper-V レプリカは、新しい
クラウドベースのソリューションへと進化する必要があり
ました。Hyper-V 回復マネージャーの設計における第一の
目標はいたってシンプルでした。このソリューションでは、
次の 4 つの目標を達成する必要がありました。 

 
• 簡潔性 
• 信頼性 
• 拡張可能性  
• あらゆるサービスとアプリケーションに

わたって一貫したユーザー エクスペリ
エンス 

 

Hyper-V 回復マネージャー 
(HRM) 
HRM は Hyper-V レプリカを拡張し、複数のクラウド
間にわたるユーザー エクスペリエンスの簡潔性と一貫
性に重点を置いています。通常、ほとんどのエンタープ
ライズ アプリケーションには、アプリケーションに固
有の信頼性レイヤーがいくつか組み込まれています。保
護する必要のあるアプリケーションの数が多くなるほ
ど、一貫性と簡潔性は遠のきます。それに従来の DR ソ
リューションのコストや複雑さが加わると、高コストの
エージェントやソフトウェアの展開が必要になるため、
最もミッション クリティカルなエンタープライズ ア
プリケーションだけにオフサイト DR ソリューション
が適用されることも珍しくありません。 

HRM はこの DR の機会を平等に提供します。アプリ
ケーション、ベンダー、バージョンに関係なく、ビジネ
ス継続性の概念に基づいてすべてのワークロードを同
じ方法で数日かからず数時間以内に保護することがで
きます。優れたオフサイト DR ソリューションでは、
データ チャネルおよびコントロール チャネルが暗号

化され、ファイアウォール フレンドリであることが推
奨されます。 

HRM は、Windows Server 2012 R2、System Center 
VMM 2012 SP1、および Windows Azure に基づいて
構築されています。Windows Azure がユーザーの内部
ネットワークに接続することは決してありません。暗号
化された通信の送受信は、プライマリ サイトとセカン
ダリ サイト間でのみ行われ、Windows Azure に対し
ては絶対に行われません。そのため、Azure からお客
様の会社のデータセンターへの受信チャネルについて
の心配は一切不要です。Azure では、DR ソリューショ
ンを利用したり、そのオーケストレーションを作成した
りすることができます。これは、HRM の設計における
当初からの目標でした。下図のプライマリおよびセカン
ダリのデータセンターから Azure に向かう 2 本の矢
印 (DR オーケストレーション) は、メタデータ専用で
す。データはデータセンターが所有するチャネルでのみ
送信されるため、データの機密性が保持されます。
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HVRM の利点 

• VMM によって管理されたプライベート クラウドのサイト間でのレプリケーションと回復 
• Azure のクラウドベースのオーケストレーション 
• 簡潔性とセキュリティ保護 
• アプリケーションや記憶域に依存しない 
• すべての仮想ネットワークの保護 

 
 

 
図 18: HRM の主なコンポーネント 

 
図 18 は、それぞれ独立したプライベート クラウドとして機能する 2 つのサイト (プライマリ サイトとセカンダ
リ サイト) を示しています。HRM のクラウドベースの DR オーケストレーションと管理は、Windows Azure の
管理ポータルを通じて提供されます。現在、拡張可能なデータ チャネルでは、ネットワークレベルのトランスポー
トによって Hyper-V レプリカのコントロールとデータがサポートされています。しかし、チャネルは拡張可能であ
るため、Microsoft とパートナーはカスタム アプリケーションや DR 要件のサポートを向上できる拡張機能をこの
レイヤーに対して開発することもできます。 
 
 
図 19 は、お客様のデータセンターから Azure への通信チャネルが、送信専用 (暗号化セッションを使用) または
オプション (HTTPS プロキシを使用。お客様独自の PKI インフラストラクチャを利用可能) となるしくみを示し
ています。HTTPS はアプリケーション レイヤー プロトコルであるため、Azure への接続はシンプル、低コスト、
かつファイアウォール フレンドリです。既存の Hyper-V レプリカのホスト設定に対してさらに変更を行う必要は
ありません。Azure に対して通信を行う必要があるのは SCVMM だけであるため、Hyper-V ホスト自体が通信を
行うことはありません。 

Windows Azure Hyper-V 回復マネージャー (HRM) の概要 

SCVMM DRP 

計算 記憶域 ネットワーク 

プライマリ サイト セカンダリ サイト 

拡張可能なデータ チャネル 
(Hyper-V レプリカ) 

 

SCVMM DRP 

計算 記憶域 ネットワーク 

Hyper-V 回復マネージャー 

 Windows Server 2012 R2 記憶域 - テクニカル シナリオおよびソリューション 44 



 

 
図 19: データセンターから Azure への通信チャネル 

 
 
HRM は、1 つ以上のサイトにある複数のクラウドの保護と回復に使用できる単一のコンソールを提供します。HRM 
が仮想マシンのレプリケーションの概念を超えた利点をもたらすのは、ユーザーがクラウドの DR サイトで仮想マ
シンと同様に仮想ネットワークの保護と回復を行う機能が必要だと考える場合です。下図のとおり、ゴールド回復サ
イトには保護する仮想マシンだけでなく、それらの仮想マシンが依存する仮想ネットワークも格納されています。
HRM は、Hyper-V レプリカだけを使用して、DR を仮想マシン レベルではなくクラウド レベルに引き上げます。 
 
 

 
図 20: ゴールド回復サイトに仮想マシンと仮想ネットワークが格納されている 

 

セキュリティで保護された通信 

System Center Virtual Machine Manager のみ 
Windows Azure と通信する 

SC Virtual Machine Manager 

データセンター 

プロキシを使用でき、送信  
https のみ構成が必要 

プロキシ 

Http 

Windows Azure 

Hyper-V 回復マネージャー 

Hyper-V 回 復 マ ネ ー
ジャーに対するすべての
通信が暗号化される 

ネットワーク マッピング 
ニューヨーク サイト 
ネットワーク マーケティング 

IP プール 
 マーケティング 

IP プール 
 マーケティング 
 

ネットワーク販売 

ゴールド クラウド 

回復を有効にする 

シカゴ サイト 
ネットワーク マーケティングの回復 

IP プール 
マーケティングの
回復 

ゴールド クラウドの回復 

IP プール 
販売の回復 ネットワーク販売の回復 
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既存の記憶域投資の 
最大活用 

Windows Server 2012 R2 は、企業やデータセンターが、オ
ペレーティング システムで標準の SAN 機能の速度と能力を
できる限り利用して、SAN ハードウェアへの既存の投資を活
用する場合に役立ちます。 

コア オペレーティング システムの機能と特定の Hyper-V 
機能では、SAN の機能を活用して CPU とネットワークの帯
域幅を削減できるようになりました。そのためには、ODX を
使用してできる限り SAN にオフロードし、仮想マシンのワー
クロードを直接 FCP 記憶域に接続することによって、どの仮
想マシンからも SAN に直接アクセスできるようにします。 

このセクションで紹介する機能を組み込むことで、Windows 
Server 2012 R2 を使用して既存の SAN 投資をより効果的
に利用することができます。 
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オフロード データ転送 (ODX) 
オフロード データ転送 (ODX) は、SAN ドライブ間
でファイルのコピーと移動を行う場合に、CPU およ
びネットワーク処理を SAN ハードウェアにオフロー
ドします。これは、仮想マシン テンプレート ライブ
ラリから新しい仮想マシンをプロビジョニングする
場合や、仮想ハード ディスク操作で大きなデータ ブ
ロックをコピーする必要がある場合 (仮想ハード 
ディスクのマージ、記憶域の移行、ライブ マイグレー
ションなど) には、クラウド スペースで特に重要で
す。このようなコピー操作は、その後オフロードを実
行できる記憶装置 (オフロード対応の iSCSI、ファイ
バー チャネル SAN、Windows Server 2012 R2 
ベースのファイル サーバーなど) によって処理され
て、Hyper-V ホスト プロセッサが解放され、より多
くの仮想マシン ワークロードを実行できるようにな
ります。 
 

課題 
• ファイルのコピーと移動の操作を実行する間、CPU およびネットワークの帯域幅の使用率が非常に高い 
• SAN ドライブ間でのディスクのコピーと移動の操作において、SAN ハードウェアをより効果的に利用

する 
 
 

ソリューション 
Windows Server 2012 R2 のオフロード データ転送 
(ODX) を使用すると、大きなファイルや仮想マシンを
記憶域アレイ間で直接迅速に移動し、ホストの CPU 
およびネットワーク リソースの消費量を削減して、既
存の外部記憶域アレイから、より多くの価値を引き出
せるようになります。 

ODX のサポートは、Windows Server 2012 R2 の 
Hyper-V の記憶域スタックの機能です。ODX をオフ
ロード対応 SAN 記憶域ハードウェアと共に使用する
と、Hyper-V ホストのメイン プロセッサが実際に記
憶域から内容を読み込んで別の記憶域に書き込まずに、
記憶装置でファイル コピー操作を実行できます。 

 

ODX はトークンベースのメカニズムを使用して、イン
テリジェントな記憶域アレイ内またはアレイの間で
データの読み書きを行います。そして、ホストを介し
てデータをルーティングする代わりに、ソースと宛先
の間で小さなトークンをコピーします。このトークン
は、単純に、特定の時点のデータを表します。 

たとえば、複数の記憶場所の間 (記憶域アレイ内また
はアレイの間) でファイルをコピーしたり、仮想マシ
ンを移行したりするときには、仮想マシン ファイルを
表すトークンがコピーされます。これにより、複数の
サーバーを通して基になるデータをコピーする必要が
なくなります。トークンベースのコピー操作の手順は
次のとおりです。 

 

 

ODX の概要: 

• トークンベースのコピー操作 
• ファイルのコピーと移動の操作が 

SAN にオフロードされる 
• ほとんどの iSCSI および  

FCP 環境のサポート 
• ネットワークおよび CPU の 

自動オフロード 
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図 21: ODX のトークンベースのコピー操作 

 
 
ユーザーが Windows エクスプローラー、コマンド ラ
イン インターフェイス、または仮想マシンの移行で、1 
つのボリュームから ODX をサポートする SAN 上に
ある別のボリュームにファイルのコピーまたは移動を
開始します。すると、次の処理が自動的に行われます 
(エクスプローラーからコピーして貼り付けた場合も同
様です)。 
 

1. Windows Server は、この転送要求を自動的
に ODX に変換し (記憶域アレイでサポート
されている場合)、このデータを表すトークン
を受け取ります。 

2. トークンが、転送元システムと転送先システ
ム間でコピーされます。 

3. トークンが記憶域アレイに配信されます。 
4. 記憶域アレイは内部的にコピーを実行し、進

行状態を返します。  
 

コピー 
要求の 
オフロード トークン 

トークンを使用した 
書き込み要求 正常な 

書き込み結果 

インテリジェントな外部記憶域アレイ 

仮想ディスク 

実際の 
データ 

ODX の利点 

• ファイルの操作で  CPU および
ネットワークの帯域幅を解放 

• 大量のデータのコピーにかかる 
時間を大幅に短縮 

• Hyper-V で極めて高速な 
ライブ マイグレーションと 
記憶域のライブ マイグレーション
を実現  
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仮想ファイバー 
チャネル 
 
 

仮想ファイバー チャネルの概要 

• SAN への直接アクセス 
• あらゆる仮想マシンへのハードウェアベースの 

I/O パス 
• NPIV と MPIO のサポート 
• さまざまな SAN に単一の Hyper-V ホストを 

接続 

 

課題 
• Hyper-V 仮想マシンから FCP ネットワークへの直接アクセスのニーズ 
• 仮想マシンからの実際の SAN の回線速度 

 
 

ソリューション 
Hyper-V の仮想ファイバー チャネルは Windows Server 2012 の新機能で、ゲスト オペレーティング システム
内にファイバー チャネル ポートを提供することで、仮想マシン内からファイバー チャネルへの直接接続を可能に
します。 

仮想ファイバー チャネルでは次のような機能がサポートされています。 

• SAN への直接アクセス 
 Hyper-V の仮想ファイバー チャネルでは、仮想マシンに関連付けられている標準的なワールド ワ
イド名 (WWN) を使用して、ゲスト オペレーティング システムから SAN に直接アクセスできま
す。Hyper-V では、ファイバー チャネル SAN を使用して、SAN 論理ユニット番号 (LUN) に直
接アクセスする必要があるワークロードを仮想化できます。また、ファイバー チャネル SAN を使
用すると、共有ファイバー チャネル記憶域に接続されている仮想マシンのゲスト オペレーティン
グ システム内で Windows フェールオーバー クラスター管理機能を実行するなど、新しいシナリ
オも実現できます。 

• Windows ソフトウェアの仮想ハード ディスク スタックへのハードウェアベースの I/O パス 
 ミッドレンジおよびハイエンドの記憶域アレイでは、特定の管理タスクをホストから SAN にオフ
ロードするために役立つ高度な記憶域機能を使用できます。仮想ファイバー チャネルは、Windows 
ソフトウェアの仮想ハード ディスク スタックへのハードウェアベースの代替 I/O パスを提供し
ます。このパスを使用することで、SAN の高度な機能を Hyper-V 仮想マシン内から直接使用でき
ます。たとえば、Hyper-V ユーザーは Hyper-V 仮想マシン内からハードウェアのボリューム シャ
ドウ コピー サービス (VSS) プロバイダーを使用するだけで、記憶域機能 (LUN のスナップ
ショットの作成など) を SAN ハードウェアにオフロードできます。 

• N ポート ID 仮想化 (NPIV) 
 NPIV は、複数の N ポート ID が 1 つの物理 N ポートを共有できるファイバー チャネル機能で
す。これにより、複数のファイバー チャネル イニシエーターが 1 つの物理ポートを占有でき、特
に仮想 SAN が必要な場合に、SAN 設計のハードウェア要件を軽減できます。Hyper-V ゲストの
仮想ファイバー チャネルは、NPIV (T11 標準) を使用して、ホストの物理ファイバー チャネル 
ポートの上に複数の NPIV ポートを作成します。仮想マシン内に仮想ホスト バス アダプター 
(HBA) が作成されるたびに、ホストに新しい NPIV ポートが作成されます。ホスト上の仮想マシン
が実行を停止すると、NPIV ポートは削除されます。 

 Windows Server 2012 R2 記憶域 - テクニカル シナリオおよびソリューション 49 



 

• 複数のファイバー チャネル ポートによってさまざまな SAN に単一の Hyper-V ホストを接続 
 Hyper-V を使用すると、ホストに仮想 SAN を定義して、複数のファイバー チャネル ポートを経
由して単一の Hyper-V ホストをさまざまな SAN に接続するシナリオに対応できます。仮想 SAN 
は、同じ物理 SAN に接続されている物理ファイバー チャネル ポートの名前付きグループを定義
します。たとえば、Hyper-V ホストが 2 つの SAN (運用 SAN とテスト SAN) に接続されてい
るとします。ホストは、2 つの物理ファイバー チャネル ポートを経由して各 SAN に接続されて
います。この例では、2 つの仮想 SAN を構成します。1 つは "運用 SAN" という名前で、2 つの
物理ファイバー チャネル ポートが運用 SAN に接続されています。もう 1 つは "テスト SAN" 
という名前で、2 つの物理ファイバー チャネル ポートがテスト SAN に接続されています。同じ
方法で、単一の記憶域ターゲットへの異なる 2 つのパスに名前を付けることができます。 

• 1 台の仮想マシンで最大 4 個の仮想ファイバー チャネル アダプター 
 仮想マシンに最大 4 個の仮想ファイバー チャネル アダプターを構成し、それぞれを仮想 SAN と
関連付けることができます。各仮想ファイバー チャネル アダプターは、ライブ マイグレーション
をサポートするために、1 つまたは 2 つの WWN アドレスに関連付けられます。各 WWN アド
レスは自動または手動で設定できます。 

• MPIO 機能 
 Windows Server 2012 の Hyper-V では、マルチパス I/O (MPIO) 機能を使用して、仮想マシン
内からファイバー チャネル記憶域への最適な接続を提供できます。MPIO 機能をファイバー チャ
ネルで使用するには、次の方法があります。 

 MPIO を使用するワークロードを仮想化します。仮想マシンに複数のファイバー チャネ
ル ポートを取り付け、MPIO を使用して、ホストからアクセスできる LUN への高可用
接続を提供します。 

 仮想マシン内に複数の仮想ファイバー チャネル アダプターを構成し、仮想マシンのゲス
ト オペレーティング システム内にある MPIO の個別コピーを使用して、仮想マシンか
らアクセス可能な LUN に接続します。この構成は、ホストの MPIO セットアップと共
存できます。 

 ホストまたは各仮想マシンにさまざまなデバイス固有モジュール (DSM) を使用します。
この方法では、DSM およびホスト間の接続の構成や、既存のサーバー構成および DSM 
との互換性といった、仮想マシン構成のライブ マイグレーションを実行できます。 

• Hyper-V の仮想ファイバー チャネルによるライブ マイグレーションのサポート 
 ファイバー チャネル接続を維持したまま、Hyper-V ホスト間での仮想マシンのライブ マイグレー
ションをサポートするために、仮想ファイバー チャネル アダプターごとに 2 つの WWN (セット 
A とセット B) が構成されます。Hyper-V によって、ライブ マイグレーション中にセット A と
セット B の WWN アドレスが自動的に切り替わります。これにより、すべての LUN を移行前の
移行先ホストで使用でき、移行中にほとんどダウンタイムが発生しません。 
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Hyper-V の仮想ファイバー チャネル機能
を使用するための要件は次のとおりです。 

• Hyper-V の役割をインストールした Windows Server 
2012 の 1 つ以上のインストール。Hyper-V には、ハー
ドウェア仮想化に対応したプロセッサを搭載したコン
ピューターが必要です。 

• 仮想ファイバー チャネルをサポートする最新の HBA ド
ライバーがそれぞれに組み込まれた 1 つ以上のファイ
バー チャネル HBA を備えたコンピューター。 

• ゲスト オペレーティング システムとして、Windows 
Server 2008、Windows Server 2008 R2、または 
Windows Server 2012。 

• データ LUN 専用の接続。 
 LUN に接続された仮想ファイバー チャネルを
経由してアクセスする記憶域は、起動メディアと
して使用できません。 

 
 

仮想ファイバー チャネルの利点 

• VM 記憶域を FCP に直接接続 
• ゲスト オペレーティング システムから SAN へ

の直接接続 
• 最大 4 個の FCP アダプターを VM に接続する

場合に今までにないパフォーマンスを実現 
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ケース スタディ:  
Windows ビルド チーム 
 

状況 
• Windows ビルド  チームは、1 日に最大 

40,000 回の Windows インストールを実行
するために 2 ペタバイトの記憶域を必要とし
ています。チームは、このジョブを達成するた
めに数種類の従来のデータセンター記憶域テ
クノロジを組み合わせました。 

• 2 ペタバイトで保持できるデータはわずか 5 
日分です。この容量はさらに大きいほうが理想
的ですが、予算は増やせません。 

• 通常、ディスク障害は毎月発生するため、その
中断の優先順位を判断できるようにするには
まず別のビルドとインストールが必要になり
ます。その 1 つの障害が多くのチームに影響
を及ぼす可能性があります。 

ソリューション 
Windows ビルド チームは、記憶域スペースやデータ
重複除去などの Windows Server 2012 R2 機能を使
用することによって、記憶域の容量を 3 倍にするな
ど、その記憶域の予算に対してはるかに高いパフォーマ
ンスと回復性を達成しています。記憶域スペースと 
JBOD デバイスを使用して記憶域のコストを削減し、
データ重複除去で記憶域の要件を軽減してコストを抑
え、継続的可用性を備えたクラスターによって回復性を
実現しています。 

新しいソリューションでは、20 組の 60 ベイ JBOD 
アレイに接続された 20 台のファイル サーバーを使
用することで、合計 X TB の回復性の高い記憶域を提
供しています。ビルド処理では、サーバーの膨大なボ
リュームによってソース リポジトリに大きな負荷がか
かります。各処理でデバッグのためのシンボル データ
が生成され、コードが格納されます。エンジニアとパー
トナーがデバッガーでビルド シンボルを使用します。
これらのビルド サーバーとユーザーは、ファイル サー
バーへの総帯域幅 80Gbps のネットワーク接続で、会
社のネットワーク インフラストラクチャを経由してス
イッチング ファブリックに接続します。 

 

利点 
Windows ファイル サーバー クラスターで記憶域ス
ペースを使用することによって、リリース チームは次
のような利点を得ることができました。 

• 短時間で記憶域の合計スループットが 2 倍に
向上 

• 物理容量が 3 倍に増加。その結果、総コスト
が削減され、柔軟性が向上 

• TB あたりのコストを 1/3 に削減。Windows 
ファイル サーバー クラスターへの移行によ
り、既存の記憶域の 1/3 を入れ替えるための
予算ですべての記憶域を入れ替え 

• 物理容量の増加とデータ重複除去の使用によ
り、記憶域の使用率の向上とシンボル データ
の 45 ～ 75% の重複除去率を達成し、容量
を実質 5 倍に増加。そのデータ セット用に必
要だった 4 TB のディスクが詰まった 4 組
の 60 ベイ JBOD を、1 組へと大幅に削減 

• データの保持期間を 5 日からほぼ 1 か月に
延長 

• 管理を必要としたサーバーの数を 1/6 に削
減。その結果、周辺機器が詰まったラックを 8 
台削減し、それらの動作に欠かせない電力と冷
却の需要を低減 
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図 22: Windows リリース チームのケース スタディの結果 
 
 
毎週、これらのスイッチでは 720 PB のデータが通過していきます。そのデータには、ビルド サーバーによって生
成された新しいデータと、開発者、テスト開発者、およびパートナーから要求されたデータが含まれます。データ全
体で、ほぼ 1 エクサバイト (100 万 TB) に上ります。ビルド チームは、来年 1 年間で記憶域の容量とシンボル
の保持期間をそれぞれ 2 倍にすると共に、他の種類の Windows ビルド データも格納できるようにすることを計
画しています。 
 
 
 

まとめ 
Windows 記憶域スタックでは、IOPS あたりのコストや TB あたりのコストについて、従来の SAN の何分の 1 
かでエンタープライズ ワークロードを処理することができます。記憶域の予算が縮小され、一方でその需要がます
ます高まる今、SAN や FCP 以外にどのような記憶域ソリューションがあるかを新たに見直す時期ではないでしょ
うか。 

ケース スタディ: Windows リリース チーム
 

毎週 720 PB の 
データ量 

総帯域幅  
80 Gbps の 
ネットワーク 

20 台のファイル サーバー 
10 GbE リンクを使用する 

来年 1 年間で展開を 
2 倍にすることを計画 

している 

何百台ものビルド サーバーがデータを生成 
何千人もの開発者とテスト開発者 
何千人もの内部および外部パートナー 

Windows  
ビルド サーバー 

開発者 テスト開発者 パートナー 

20 組の 60 ベイ JBOD 

3 TB の7,200 RPM  
HDD を使用する 
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