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はじめに
この10年間、エンタープライズ・グレードのストレージは不揮発性「フラッシュ」ストレージが主流で
す。エンタープライズ・グレードのフラッシュの価格は、安価とはいえないまでも、「オールフラッシュ・
データセンター」を話題にしてもかつてのように白い目で見られることはないくらいには下がりまし
た。スピニング・ディスクは容量の割に低コストですが、HDDの高密度化および高性能化の技術的
な壁が立ちはだかっています。大半のデータセンターでは、しばらくの間、組織の要件に応じてフラッ
シュとスピニング・ディスクの両方の技術が展開されるため、これらが混在することになります。

今では、PCを持っている人は誰でも、ストレージをHDDからSSDに切り替えるだけで性能を向上さ
せられるということを知っています。ただし、多くの人は、そのアップグレードに支払った費用に対す
るすべての対価を受け取っていないことに気づいていません。フラッシュ・ストレージは非常に高速
なので、ストレージ・デバイスそのものは、もはやストレージ・システムのボトルネックではなくなりま
した。ボトルネックが上流へと移動し、現在ではストレージ・インターフェイスが妨げになっています。

このミスマッチの解決策は、NVMe（Non-Volatile Memory express）です。NVMeは、フラッシュ
SSDから最新のパーシステント・メモリ技術まで、あらゆる種類の不揮発性メモリの性能を解き放つ
ことを目的に設計されました。本稿では、NVMeとは何か、スタンドアロン実装とネットワーク実装の
両方で性能を向上させる方法、およびこのスピードがメリットになる可能性のある主なユースケース
について説明します。

エンタープライズ・グレードの不揮発性ストレージの展望は広大であると同時に複雑です。他のホッ
トセクターと同様に、すでに地位を確立している企業とスタートアップ企業はどちらも、すべての問
題を解決すると約束しています。新しい辞書が一冊できるくらい多くの略語がありますし、新技術は
コストもリスクも高くなる可能性があります。DRAMや3D-Xpointといった最先端のパーシステン
ト・メモリ・デバイスは非常に高価です。中間には、エンタープライズ・グレードのNVMe SSDとSAS 
SSDがあります。しかし、デバイスの価格は物語の一部に過ぎません。重要なのはTCOです。性能密
度、インフラストラクチャ費、どの程度までなら時間をかけられるかなど、すべての要因は、NVMeス
トレージが特定のアプリケーションに適しているかどうかに影響します。

最も広い意味では、デジタル製品の生産スピードが収益の増加や競争優位性につながるほぼすべ
ての場所がNVMeストレージの候補になります。

ここに至るまでの道のりとNVMeがなぜそれほど重要なのかを理解するため、数十年間を振り返っ
てみましょう。
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データ・ストレージの歴史
始まり（あるいは少なくともかなり以前）は、ハードディスク（HDD）でした。おそらく、リアルタイム操
作に対応した初の低価格バルク・ストレージ・メディアであり、PC革命に伴ってユビキタス化し、コ
ストは着実に低下してきました。フォームファクターは縮小し、プラッタあたりの密度とプラッタ数は
増加しました。変わらなかったのは、デバイスの基本的な物性でした。1つのアクチュエータで1つの
ヘッドスタックのみを駆動するため、読み取り操作と書き込み操作は一度にどちらかのみ、シリアル
に実行されます。そのため、HDDの通信に使用される通信プロトコルであるATAとSASにはキュー
が1つしかありません。

また、始まり（あるいは少なくともかなり以前）は、不揮発性ストレージでした。現在のNANDフラッ
シュは1980年代に発明されました。民生用電子機器の普及がその発達を牽引し、最終的に価格が
低下しました。フラッシュには、機械的でなく、コマンドの処理が順次処理に限定されないという利点
があります。フラッシュの最大の強みは、低遅延と並列アクセス性能の高さです。

HDDは、十分な性能を持ち、フラッシュと比較して容量が大きく、TBあたりのコストが低いため、長
い間、主流を占めていました。しかし、時間が経つにつれて価格差が縮まり、現在、最大容量のフラッ
シュSSDは最大級のHDDよりもはるかに大きくなっています。フラッシュは、価格よりも性能が重視
されるアプリケーションに最もよく使用されますが、容量と性能密度が極めて高く、電力、冷却、およ
び物理的な領域の消費が減少するため、HDDよりもTCOが低くなる場合があります。

NANDフラッシュ
技術

1984年以降

HDD 
技術

1957年以降

図1 – データ保存の始まり

NVMeの登場
フラッシュベースのストレージは優れており、HDDをSSDに交換することにより、ほぼすべての古い
ディスク・アレイをスピードアップすることができます。しかし、フラッシュの低遅延と並列処理を最大
限に活用するには、デバイスを交換するだけでなく、何らかの新しい接続技術が必要です。SASの単
一キュー・アーキテクチャは並列処理に関して何もないので、フラッシュとはミスマッチです。HDDに
は、メカニズムに起因する遅延があります。ソフトウェアのアップストリームがハードウェアよりも高
速な場合は、問題ありません。しかし、フラッシュを使用する場合、ストレージ・デバイス自体の遅延が
非常に低いので、ソフトウェアとプロトコルがチェーン内で最も遅い部分になります。さらに、PCIe
バスに到達するためにハードウェア・ストレージ・コントローラを通過する必要があると、遅延が増加
し、HDDとSSDの両方に別のボトルネックが生じます。
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これらの問題への答えは、NVM Express推進団体（https://nvmexpress.org）によって策定され
た、NVMeと呼ばれるインターフェイス仕様です。NVMeは、不揮発性メモリデバイスの速度、低遅
延、デバイス内並列処理を活用するように設計されたものです。

NVMe SAS SATA

開始年 2009 2005 2000

スループット ～8Gbps/lane 12Gbps 6Gbps

遅延 < 20μ秒 < 500μ秒 < 500μ秒

読み取りIOPS ～1.0mil ～200K ～50K

コマンドセット NVMe SCSI ATA

コマンド数 13 ～200

キュー数 65,535 1 1

コマンド・キュー深度 65,536 254 32

フォームファクター 2.5 インチ、U.2、M.2、
ルール 2.5インチ、3.5インチ 2.5インチ、3.5インチ

図2

図2は、NVMeと従来のインターフェイスの主な相違点をまとめたものですが、特に注目すべき点が
いくつかあります。1つは、NVMeの単一デバイスによる大量並列処理の可能性です。SASは最大エ
ントリ数254個の単一キューですが、1つのNVMeドライブには最大65,535個のキューがあり、それ
ぞれ65,536個のエントリを持つことができます。実装数の決定権はデバイスの製造元にありますが、
仕様は十分なヘッドルームのある設計になっています。

実際、多数のキューを持つということは、図3の右側に示すように、複数のCPUコアのそれぞれが多
数のNVMeドライブに同時にアクセスする（コアとドライバの1ペアにつき1キュー）可能性があるこ
とを意味します。

現在のSASアーキテクチャ NVMeアーキテクチャ

ストレージにアクセスするためにはすべてのCPUコアが
単一のHBAを通過する必要があります

すべてのCPUコアが独自のコマンド・キューを持ち、
SSDとの直接対話が可能です

SAS
HBA

コア コア コア コア コア コア

SAS
SSD

SAS
SSD

SAS
SSD

SAS
SSD

SAS
SSD

SAS
SSD

コア コア コア コア コア コア

NVMe
SSD

NVMe
SSD

NVMe
SSD

NVMe
SSD

NVMe
SSD

NVMe
SSD

PCIe

PCIe

図3 – SASとNVMeのアーキテクチャの相違

https://nvmexpress.org
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図3に示されているもう1つの利点は、NVMeデバイスがSASコントローラやHBAなどの中継アダプ
タではなくPCIeバスに直接接続されることです。共有メモリは、CPUをバイパスして、アプリケーショ
ンからストレージにデータを転送するために使用されます。

また、NVMeインターフェイスはあらゆる面で非常に高速で、遅延が短く、スループットとIOPS機能
が高いという点も重要です。

共有ストレージとNVMeネットワーク
上記で説明したすべては、単一サーバー内で接続されているストレージ・デバイスに該当します。し
かし、それは退屈で比較的簡単です。クアンタムは、8Kビデオ再生や自律走行車両の研究など、要求
の厳しいワークフローのための高性能共有ストレージをご提供しています。共有にはネットワークが
必要です。

NVMeの利点を共有するため、共有メモリを使用する代わりに、メッセージがネットワークを介して
ホストとストレージ間で送信されます。そのネットワークはファイバ・チャネル（FC)、Infiniband（IB)、
イーサネットなどですが、最近はほとんどの人がイーサネットを望んでいます。1つには、イーサネット
用のアダプタとスイッチが安価であるためです。設備費よりも重要なのは利便性です。新規導入の場
合でも、ほとんどの組織はイーサネットの専門知識をすでに持っているので、FCまたはIBネットワー
キングの知識を習得する必要はありません。現在、FCまたはIBストレージ・ネットワークを導入済み
の場合でも、単一のネットワーク・インフラストラクチャへの収束というメリットがあるかもしれませ
ん。しかし、FCおよびIBの接続が重要ではないと言っているわけではありません。これらの技術を
利用した専用のストレージ・ネットワークは、今後しばらくの間は存続します。それに異を唱えるベン
ダーは、おそらく、イーサネットのみをサポートしています。

FC、IB、イーサネットの違いは、FCとIBが当初からストレージ・トラフィックの効率的な処理を目的と
して設計されたという点にあります。FCとIBはデータを「高い信頼性で」(欠落なく）、順に配信しま
す。イーサネットは汎用ネットワークとして設計されており、設計上「信頼性が低い」という点が異な
ります。データを配信する際に、断片ごとに経路が異なり、到達時の順序がばらばらであったり、送信
時に欠落が生じたりすることがあります。送信側と受信側の上位層プロトコルは、イーサネットの基
本的な低信頼性を考慮し、データのバッファリングとリオーダリングおよび欠落したパケットの検出
と再送信を行う必要があります。これらの処理はすべて時間がかかります。つまり、ストレージ・ネット
ワーキングの敵である遅延が発生するということです。

イーサネットを使用して低遅延の超高速ストレージ・ネットワークを作り上げるには、ほとんどの組織
が導入済みの技術に加えて、別の技術を導入する必要があります。「ロスレス・イーサネット」を作り
上げるには、プライオリティ・フロー制御（PFC）やディファレンシエーテッド・サービス（DifServ）など
のデータセンター・ブリッジング（DCB）機能が必要になる場合があり、リモート・ダイレクト・メモリ・
アクセス（RDMA）は絶対要件です。本稿ではDCBの詳細について解説しませんが、イーサネット・
ネットワークでNVMeデバイスを的確に使用するための秘訣となるRDMAについて、詳しく解説しま
す。
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RDMAは秘伝のソース
イーサネット・ネットワークでNVMeを利用する際に、性能の向上と遅延の削減に最も有効なのは
RDMAです。iSER（iSCSI Extensions for RDMA）とNVMeoF（NVMe over Fabrics）はRDMAを
ベースとし、長期間IBで使用されてきました。RDMAコンソーシアム（https://rdmaconsortium.
org）は、TCP/IPネットワークを介したRDMAの技術の構築/推進を目的として、2002年に設立され
ました。なぜこの古い概念が新しい救世主になったかを理解するには、通常のTCP/IPイーサネット・
ネットワークの構築方法を再確認する必要があります。

TCP/IPのような従来のネットワーク・プロトコル・スタックは、多くの層が深く、オペレーティング・シ
ステム・カーネルに実装されます。経路の各ステップにバッファがあります。CPUは、これらのバッ
ファ間のデータのコピー、およびデータの送受信を行うアプリケーション間のデータのコピーに関与
します。計算コストの高いコンテキスト・スイッチが必要になり、遅延とCPU使用率が増加します。さ
らにストレージ・プロトコルを積み重ねると、事態はさらに悪化します。
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図4 – RDMA使用前/使用後

https:// rdmaconsortium.org
https:// rdmaconsortium.org
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対照的に、RDMAはデータの巨大なショートカットです。市街地で赤信号のたびに車を止めて待つ
代わりに、高速道路を使って街を横断するようなものです。RDMAを使用すると、データはユーザー
空間のアプリケーション間を直接移動します。ほぼすべての詳細情報がネットワーク・インターフェイ
ス・ハードウェアにオフロードされます。

CPUは接続の設定と監視に関与しますが、データの移動はNICに完全にオフロードされます。これ
により、貴重なCPUサイクルを他のタスクに割くことができます。アプリケーションのすべてのI/Oは、
オペレーティング・システム・カーネルをバイパスしてユーザー空間で行われ、バッファリングとコン
テキスト・スイッチは不要になります。以前にカーネルで処理されていたネットワーク・プロトコルは、
NICハードウェアにオフロードされます。

このオフロードと合理化には、ネットワークに起因する追加の遅延を大幅（10μs以下）に削減する効
果があります。これが、RDMAがイーサネット・ネットワークのNVMeを支える大きな特長である理由
です。

イーサネットRDMAのオプション
RDMAは非常に重要であるため、RDMA対応ネットワークを簡単に実装できることは好都合です
が、その目的を達成するための方法はたくさんあります。ここでは、さらなる調査のスタート地点とし
て、RDMA対応イーサネットの既存のオプションの概要を説明します。いつものことながら、特定の
展開に最適な選択肢は、個々の状況と要件によって異なります。

新技術を採用した初期の製品では、しばしば、独自の実装方式が使用されます。状況が成熟し始め
ると、先行きをより明確に示す標準規格が出現します。標準規格に準拠したソリューションが増える
につれて、独自方式のオプションは消滅したり、独特の利点が活かされるニッチなユースケースの
みに使用されるようになったりします。現在、イーサネット・ネットワークNVMeストレージでも同じ
ことが起きています。独自方式または半独自方式のソリューションも存在していますが、標準規格準
拠の製品に急速に飲み込まれつつあります。NVMeネットワーク用のRDMA対応イーサネットの構
築に関連する2つの標準規格は、iSER（iSCSI extensions for RDMA）とNVMeoF（NVMe over 
Fabrics）です。
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iSERは、RDMAを使用するためのiSCSIの拡張版として考案され、2007年にRFC 5046でIETF規格
に移行しました。iSERは、iWARP（RDMAサービス対応のTCP)、RoCE（RDMA over converged 
Ethernet)、IBの3つのネットワーク・トランスポートのいずれか1つを使用します。iSERと従来の
iSCSIを混同しないようにしてください。iSERとiSCSIに互換性はなく、iSERはRDMAにより性能が
大幅に向上しています。ただし、内部ではSCSIプロトコルが使用されています。理論上は、NVMeoF
などの純粋なNVMeの実装と比べて遅延が大きく、性能が低い可能性があることになりますが、この
ことが実際に問題になるかどうかは、ストレージ・システムの設計とその使用方法に依存します。

NVMeoFは新しい技術です。仕様のVersion 1.0は2016年に公開され、以後も進化は続いていま
す。NVMeoFはあらゆるネットワーク・ファブリックでNVMeの効率性を拡大することを目的に設計
されており、現在ではイーサネットだけでなくIBとFCにも対応しています。サポート対象のRDMA
イーサネット・トランスポートはRoCEとiWARPであり、NVMe/TCPと呼ばれる従来のTCPソケット
をベースとした新しい非RDMAイーサネット実装があります。FCとIBは非イーサネットです。

要するに、イーサネットを介してRDMAによるNVMe接続を運用するには、RoCEまたはiWARPをサ
ポートするイーサネット・ネットワーク（NICとスイッチの両方）が必要です。これら2つに互換性はあ
りません。つまり、RoCEクライアントはiWARP経由で提示されるストレージ・リソースにアクセスで
きず、その逆もできません。

https://tools.ietf.org/html/rfc5046
https://tools.ietf.org/html/rfc5046
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NVMeストレージは何に適しているか
前述のように、NVMe対応ストレージの最大の強みは低遅延です。そのため、フレームの欠落が許さ
れない高性能の高解像度ストリーミング・メディアに特に適しています。4Kや8KのUHDおよびHDR
ビデオ・ワークロードの再生はその代表例ですが、編集やグラフィック作業、大量の低解像度ストリー
ムの取り込みと配信にも適しています。

そのほかのタイプのワークロードは、AI/MLアプリケーション、IoT、高性能解析など、特にリアルタイ
ム性が求められる場合に、NVMeストレージの高IOPS特性の恩恵を受けられる可能性があります。

NVMeストレージは高価に思われるかもしれませんが、初期購入価格は環境的な要因に見合ったも
のといえます。超高性能のHDDシステムを構築するには、多数のスピンドルを集約する必要があり
ます。そのため、性能要件を満たすのに十分なスピンドルを確保するためだけに必要量をはるかに
超える容量を購入しなければならないなど、容量と性能の大幅なミスマッチが生じる可能性があり
ます。ラック・スペースの問題に加え、それらすべてのスピニング・ハード・ドライブに電源と冷却が必
要です。NVMeストレージ・アプライアンスの場合は、少ないラック・ユニットで、多数のラックを占有
するHDDシステムに匹敵する性能が提供されます。これは性能密度と呼ばれ、1つのラック・ユニット
で達成できるIOPS数、8Kビデオ・ストリーム、またはその他の作業単位を表します。NVMeストレー
ジはHDDを使用するソリューションと比較して、あるいはSAS接続SSDを使用するソリューションと
比較しても、極めて高い性能密度を持ちます。

一時的に一部のデータのみに超高速アクセスが必要なアプリケーションの場合は、NVMeストレー
ジをハイブリッド・ストレージ・アプライアンスの「ティア・ゼロ」として使用することで、そのメリットを
拡大し、コストを削減することが可能です。

ファイル・システムの名前空間

NVMeストレージ・プール 

パフォーマンスSSDストレージ・プール 

キャパシティHDDストレージ・プール

図5 – NVMeを組み込んだティアード・ストレージ・システム
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結論
高性能ストレージの現在と未来はNVMe接続の不揮発性メモリ技術です。RDMAを活用したNVMe
は、この新しいストレージの低遅延かつ広帯域の共有を可能にし、従来のネットワーク・ストレージ
のボトルネックの多くを抑制または解消します。インテリジェントに展開することで、NVMeストレー
ジは手頃な価格で利用できます。ハイブリッド・システムでNVMeと他のタイプのストレージを組み合
わせれば、コストを抑えつつ、性能を向上させることができます。ビデオをはじめとする高帯域幅アプ
リケーション向け共有ストレージの設計におけるクアンタムの専門知識は、メディア&エンターテイ
ンメント、ビデオ監視、自律走行車の研究などの市場をターゲットとしたNVMeベースの製品に拡大
しました。詳細については、www.quantum.comをご覧ください。

http://www.quantum.com
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