解説

1

ストレージの技術トレンド
－ ストレージはどこに向かうのか －

IT インフラは今、クライアント・サーバー・モデルから、クラウド・コンピューティング、ビッグデータ、ソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス（以下、SNS）、モバイルなどの新しい技術に対応したモデルに変化してきています。これら
の新しいプラットフォームには、けた違いに多くのデバイスやユーザーがアクセスし、多様なコンテンツやデータが生成
されています。この流れはデータを保管するストレージ装置に対して、
これまで以上に大容量と高速性を求めてきており、
特にデータ量の増加はかなり深刻な問題となっています。また、
それと同時にコストの面でも廉価な提供を期待するユー
ザーのニーズに応えなければなりません。ここでは、ストレージは今どのような状況に置かれており、どのような技術が
どういった理由で脚光を浴びているのかを解説していきます。

❶ データ増加に歯止めは掛かるのか

く、個人がブログや Facebook、Twitter などを通じて

今や爆発と表現されるほど世の中のデータは増え続け

情報を作り出しています。いわゆる SNS の登場です。

ています。そこで最初に「なぜデータは増え続けている

SNS の普及は、世界の情報量増大に大きく影響を与え

のか」という疑問について考えてみたいと思います。

ています。

データが増える原因は多々あります。もともと、主に企

データの発信源は、何も人間だけとは限りません。街

業や研究所などで使われていたコンピューターが、マイク

角にある監視カメラや、各住宅に設置された電気メーター

ロプロセッサーの技術進歩に伴い、パソコンという形で各

も情報を作り続けています。工場では製造装置の至る所

家庭でも利用できるようになったことは大きな要因の１つで

にセンサーが設置され、温度や湿度、振動など製品品

しょう。データを取り扱う場所の増加は、すなわちデータ

質を維持するために必要な情報が蓄積され続けていま

の発生源の増加を意味します。今日ではスマートフォンな

す。スーパー・マーケットやブティックに並べられている商

どの携帯端末の普及に伴い、個々人にまで情報機器の

品にも IC タグが付けられていますが、これも流通管理の

活用が浸透しています。

ためのデータを発信し続けています。

データの管理方法にも変化があります。一昔前の技術

データの重要度の基準にも変化が見られます。インター

者は、必要なデータは高価なディスクに保管し、重要度

ネットのブログへの書き込みがきっかけとなって、取り上げ

の低下したデータはテープに移していました。そして一定

られた商品の爆発的な人気につながった例のように、今

期間後にそのテープに別のデータが上書きされると、デー

まで重要視していなかったデータが、明日のビジネス・チャ

タは自然と消去されていました。しかし個人が自分のため

ンスを生む重要なデータである可能性が出てきたので

に保管したデータを、定期的に掃除するという話はあまり

す。世の中にある膨大なデータを分析することで、新た

聞いたことがありません。結果的に現在ではデータはどん

な知見を得る手法も昨今注目されています。

どん増え続けているのです。
データの種類にも変化があります。文字や数値といっ
たコンピューター・システム内で比較的簡単に表現できる、

ここまで、データが爆発的に増加する理由として考えら
れる事柄を、幾つか例としてご紹介しました。ここで理解
していただきたいことは以下の結論です。

情報量が少ないデータが中心であった時代から、写真や

「理由はさまざまだが、データは確実に増えている。増

イメージ、音楽、動画、ゲームなど、より情報量の多いデー

えている原因は 1 つではなく、複数の要素、およびそれ

タが取り扱われる時代へ変化しています。節約重視だっ

らの要素が絡んだ複合的要因、社会的要因による。従っ

た時代から便利さと生産性を重視した時代へ変化してき

て、原因を究明して根本的にデータ増加を食い止めるこ

ているともいえるでしょう。

とはできない」

データの発生場所にも変化があります。インターネット
の普及に伴い、世界へ続く広大なネットワークが身近な
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ものになりました。今や企業や特定の集団だけではな
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これがわたしたち 21 世紀に生きる人間が直面している
データ爆発なのです。

❷ HDD 記録密度に関する技術トレンド

です。一方で、データの増加量は年率 60％とIBM は見
ています。これを HDD の記録密度向上年率 100％の時

データを保管するストレージ装置において、現在主役

代に当てはめて考えると、データ量は増えるがそれをしの

の座を占めているのはハードディスク・ドライブ（以下、

ぐように HDD の記録密度が上がっていて、結果的には

HDD）です。ここでは HDD の現在と未来について技術

図 2 で示すようにストレージへの投資額をフラットに維持で

的なトレンドを見て行きたいと思います。

きました。つまり2 つの成長率が拮抗していたためにうまく
行っていた時代だったといえます。

2.1 記録密度に関する技術進歩は

では今後の 10 年間はどうなるのでしょうか。データの増

図 1 は HDD の磁気記録密度がどのように変遷してき

加傾向はそのまま続くことが推察されます。しかし記録密

たかについての IBM の調査結果を、予測を含めて示し

度については、図 1 のグラフから、やや鈍化していくこと

たものです。この図の 2000 年から 2010 年までのグラフ

が伺えます。IBM は 2020 年ごろまでは年率 25 ～ 40％

の傾きが示すように、この間は HDD の記録密度向上の

程度の伸びで推移していくものと見ています。

黄金時代といえます。この時代は記録密度の平均伸び
率が年率 100％の時代でした。年率が 100％であるとは、

2.2 今後 10 年はどうなるのか

今年売っている HDD の容量が 10 ギガバイト（GB）だと

これらをかんがみ、今後 10 年間のストレージに対する

すると、来年は同じ大きさで 20GB のもの、すなわち 2 倍

投資状況を予測したのが図 3 です。記録密度の向上が

の容量が手に入るということを意味します［1］。

25 ～ 40％に鈍化するため、GB 当たりの単価の下落傾

21 世紀に入り、10 年間連続で年率 100% の勢いで記

向が緩やかになることが推察されます。もちろん、技術進

録密度の向上が達成されたため、今でも来年になれば倍

歩とは無関係に価格に影響を与える要素も世の中には存

の容量の HDD が出るのだと思い込んでいる方も多いよう

在しますが、GB 単価の下落傾向を前提とすると、投資
額は当然ながら増加傾向になることが推察できます。
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❸ HDD スピードに関する技術トレンド
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次は HDD のパフォーマンスについて考えてみましょう。
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図 1. ハードディスク記録密度増加の歴史

2020

転速度の関係を示したものです。
HDD の回転数が上がると、データへのアクセス速度
が向上します。この回転数は歴史的にはだんだん速くなっ
てきているのですが、企業向けディスク
装置についてみると、21 世紀に入ってか

必要容量

必要容量

投資額
投資額
GB単価

らは 1 分間に 7,200 回転、10,000 回転、
15,000 回転の 3 種類のものしか市場に
出ていません。
では 今 後、1 分 間 に 20,000 回 転 や
30,000 回 転 する HDD が出てくるので
しょうか。IBM の予測では、残念なが
らこのように高速回転する HDD は出て

GB単価

図 2. 過去 10 年間の投資傾向

図 3. 今後 10 年間の傾向予測

こないと見ています。これは回転数が上
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解説

1

がると記録密度が落ちるという影響を受けるためです。

ディスクの回転速度とシーク時間の技術動向を踏まえる

廉 価 大 容 量 HDD である SATA（Serial Advanced

と、HDD 単体でのパフォーマンス向上は今後まったく期

Technology Attachment）ディスクなどの回転数が毎

待できないという結論になります。

分 7,200 回転にとどまっているのはこのためです。
先に述べたように今後 10 年の記録密度の向上スピード
は、過去 10 年よりも遅くなると予測されているため、ディ

❹ ストレージ装置の作られ方の変化

スクの回転スピードを上げることよりも、記録密度への影

1990 年代前半まで、ストレージ装置は専用のハードウェ

響を最小化することが優先されるのではないかと思われま

アをゼロから設計していました。主に初期のパソコンや小

す。結果的には 1 分間に 20,000 回転を超える HDD は

型計算機で利用されていた普及型の HDD は、当時す

出現しないと考えられます。

でに世の中に存在していましたが、専用に設計された高
性能なディスク部品に比べ信頼性の面で劣っており、残

3.2 平均シーク時間

念ながら企業向けのストレージ装置には利用されていま

HDD のアクセス速度に影響するもう１つの大きな要因と

せんでした。しかし 90 年代後半に入り、ある程度信頼

して、
シーク時間が挙げられます。シークとは、
アームがディ

性の高い HDD が共通部品として普及し始め、HDD の

スク上のトラック間を移動する動作です。図 5 は平均シー

可 用 性を向 上させる RAID（Redundant Arrays of

ク時間の歴史的変遷をグラフ化したものです。右下へと

Independent Disks）の普及とも相まって、企業向けス

緩やかに弧を描くラインが近似曲線として引かれています

トレージ製品の主要部品としても採用されるようになりまし

が、ここ数年は平均シーク時間の向上は見られません。

た。同時に、ストレージ制御装置にはサーバー技術が活

この面でもパフォーマンスの向上はほとんど見られません。

用されるようになります。共通部品である HDD や CPU
の性能が向上していた時代では、それをどうやって素早く

8

ストレージ装置に組み込んで効率的に使っていくかが競わ

7

れていました。しかし共通化の進んだ今、より良いストレー

6

ジ製品を作り出すためには、一体どうしたらよいのでしょう

ミリ秒

5

7,200回転/分

4
10,000回転/分

3

ストレージの戦略的ビジョンである IBM Smarter Storage
を発表しました（本誌 2 ページ以下：マネジメント最前線
参照）。この中で特に注目していただきたいのは Efficient

2
15,000回転/分

1

By Design です。これは開発設計段階から効率性を追
求するという意見表明です。共通部品を利用しつつ、さ
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らにストレージ装置そのものの設計に工夫を施すことによっ

年

て、ユーザーにより良い製品を提供できるという考え方で

図４. アクセス速度の変遷

す。IBM System Storage SAN Volume Controller

14

（ 以 下、SVC） や IBM Storwize V7000（ 以 下、

12

Storwize V7000）
、IBM XIV Storage（以下、XIV）

10

などは、そのユニークな設計思想を具現化したものの代

ミリ秒

表例です。
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❺ データ量の増大に対処するには

4
2

冒頭にも述べたようにデータ量は際限なく伸びていく傾
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図 5. 平均シーク時間の変遷
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か。この課題を解決するために、IBM は 2012 年 6 月に
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2010

2015

向にあり、HDD の記録密度のトレンドから、相対的にスト
レージへの投資やコストがどんどん増えていくのではない
かという懸念があります。ここでは、この問題に対処する

技術についてご紹介します。

ています。これにシン・プロビジョニングという手法を加味
することにより、データをさらに削減できます。シン・プロビ

5.1 使用効率を上げるプール化

ジョニングとプール化は、組み合わせて利用することでより

ディスクの投資コストを下げる方法として最初に考えるべ

大きな効果を発揮します。

き手法はプール化です。プールは複数の HDD の容量を
集め合わせてひと固まりに束ねたもので、再度小さく切り
分けて使います。

5.2 書いた分だけ使用するシン・プロビジョニング
シン・プロビジョニングとは書かれたデータ量以上のディ

企業内で利用しているディスクやボリュームの 1 つ 1 つ

スク・スペースを占有しないという手法です。旧来は、

を調べてみると、当然ながら使用率にはばらつきがありま

100GB のボリュームを割り振ると、あらかじめ 100GB の

す。この状態を棒グラフで表すと図 6 の左側のようになり、

領域を確保していました。これでは使ってないスペースも

ディスクの平均利用率はグラフ中の横棒線の通りです。

このボリュームに占拠されてしまうので効率的ではありませ

特定のディスクでは利用率が高いにもかかわらず、容量

ん。シン・プロビジョニングを実装したストレージ装置は、

不足のためこれ以上データを保管できません。一方でほ

たとえ 100GB のボリュームを作成しても、その段階ではス

かのディスクでは利用率が低く、無駄なスペースがある状

ペースをまったく占有しません。サーバー側からデータが

態です。すべてのディスクを束ねて、1 つのプールのよう

書き込まれた時点で、必要な分だけディスク領域を割り振

に見立てると図 6 の右図のように表現できます。プール化

ります。こうすることで、ストレージの利用効率を上げるこ

を行えば、各ディスクの空き領域を融通し合うことが可能

とができるのです。

になり、
全体で利用することができます。こうすることにより、
ストレージ全体の利用効率を向上させ、投資効率を上げ
ることが可能になるのです［2］。

5.3 ティア型とティア・レス型
プール化を適用するストレージ装置を管理特性によって

ここで示した平均値がどの程度なのかが大きな問題に
なりますが、IBM の経験ではこの平均値は通常 50％以

大別すると、
階層型（ティア型）
と非階層型（ティア・レス型）
の 2 つに分けられます。

下です。21 世紀に入り、この平均値はジワジワと低下す

階層型はストレージを複数の階層に分け、データの重

る傾向があり、30％前後の数値を示すユーザーが多くみ

要度や参照頻度などに応じてデータを移動させて配置す

られます。プール化を実装することで、今まで行ってきた

るもので、各階層はそれぞれ別の特性を持ちます。例え

ような非効率な投資を改善し、より効率的なストレージ投

ば高速プール、一般プール、低速プールなどです。プー

資ができるのです。

ル化された階層型ストレージでは、サーバーからアクセス

プール化という手法はかなり以前より知られていたもの

された状態にあるデータでも、別のストレージ階層に移動

ですが、現在ではストレージ仮想化という手法で具現化し

できます。IBM では SVC や Storwize V7000 といった
製品がこの機能を有しています。
非階層型は階層の概念を持たず、すべ

不足！

100

てのディスクを単一のプールとして保持す

90

る形態です。ストレージ装置に書き込まれ

80

たデータは全 HDD に分散され、そのため
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使用済み領域

20
10
0
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全体の投資金額

空き領域
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HDD の使用量は常に均等化されます。こ
の均等化によって、使用量が平準化され
るだけでなく、アクセス数の平準化も行わ
れます。これはホット・スポットと呼ばれるア
クセス頻度が高い特異点をなくすことにつ
ながり、パフォーマンスの向上にも貢献する
のです。IBM の非階層型ストレージでは

各ディスクの使用率

平均使用率

図 6. 各ディスク使用率と平均使用率の関係

XIV が代表例になります。
階層型と非階層型ではどちらを選択した
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解説

1

らよいのでしょうか。この選択基準はユーザーが扱うデー

で処理の高速化を図ってきました。この方式は現在でも

タや業務の特性によって変化します。例えばデータの重

利用されています。しかしストレージ装置 1 台で収容する

要度を明確に分類することができる業務では、適材適所

データ量の増加は、キャッシュの利用だけではパフォーマ

型でもある階層型が好まれます。これに対してビッグデー

ンスをカバーしきれない状況をつくり出しています。キャッ

タなどを意識し、一様の価値を有するようなデータを多数

シュにヒットしなかったデータは、通常 HDD へ直接アクセ

持つ業務は、非階層型を採用する傾向があります。

スして読み取ることになります。この HDD のスピードは前
述の通り将来的にも改善は期待できません。従って別の

5.4 データ量そのものを少なくする技術

方法を模索する必要があります。

データを効率的に保管する方策は、プール化やシン・
プロビジョニングによってある程度実現できますが、保管

6.1 SSD は HDD に取って代わるのか

すべきデータ量を少なくするという根本的な解決策にはつ

SSD はソリッド・ステ ート・ドライブ（Solid State

ながっていません。これに対応する技術が重複削減とリア

Drive）の略であり、一般にはフラッシュ・メモリーで構成

ルタイム圧縮です。

される HDD 互換の製品です。HDD と互換性があるの

重複削減は同じデータ・パターンを見つけ出した場合、

で、今まで HDD で使っていたエリアでは、SSD がそのま

重複してデータを記録することはせずに、その分を節約し

ま使えます。SSD はフラッシュ・メモリーを使うために機械

ようという記録方法です。特にバックアップ先として利用

的動作がなく、HDD に比べて動作速度が速いというメリッ

する場合、大きな効果を発揮します。バックアップはその

トがあります。しかしコスト面での課題は残ります。容量に

性格上、同じデータを何度もバックアップしようとします。ま

もよりますが、HDD に比べ SSD は GB 単価で 10 ～ 30

た、更新されたファイルであっても、ファイル全体が変更

倍程度高額になります。確かに技術の進歩は早いので、

されたのでなければ以前と同一パターンが存在するため、

いつか SSD が HDD より安くなる日が来るだろうと思われ

効果的なデータの削減が可能です。この機能は IBM

るかもしれませんが、本当に近い将来 SSD は HDD より

System Storage ProtecTIER ファミリーや IBM System

安くなるのでしょうか。

Storage N シリーズに備わっています。

IBM の予測では、今後 10 年間でフラッシュ・メモリー

バックアップ用データではなく、本番用データを少なくす

を利用した SSD が HDD より安くなることはないと考えて

る手法がリアルタイム圧縮です。リアルタイム圧縮はサー

います。HDD も記録密度の伸びが鈍化してきたとはい

バーから 10MB のデータが送られると、ストレージ制御装

え、残念ながら SSD の技術がそれをしのぐほど記録密度

置の機能で圧縮し、例えば 5MB の大きさに圧縮すると

を上げるとは考えにくいのです。従って今後 10 年間は今

いう機能です。この例の場合、物理的なディスク容量を

と同じような状態が続くと考えています。IBM では、この

50％節約できます。リアルタイム圧縮はストレージの設計者

ような状況をより早期に解消するために、PCM（Phase

にとって長年の夢といえる機能の 1 つです。一般的な圧

Change Memory）やレース・
トラック・メモリー（Racetrack

縮では、元のデータに対し圧縮後のサイズが可変長となっ

Memory）といったフラッシュ・メモリーに代わるストレージ

てしまう特性があります。IBM は圧縮後のデータ長を固

用メモリーの開発に取り組んでいます（本誌 62 ページ：

定長に変換して保管する方式を採用し、データの一部更

IBM の注目トピック①参照）。

新の際にも全体を復号せずに済む圧縮方式を開発しまし
た。この先進的な機能は SVC や Storwize V7000、そ
れに IBM Real-time Compression Appliance に実装さ
れています（本誌 38 ページ以下：解説③参照）。

6.2 少量の SSD を有効に使うEasy Tier
SSD は HDD に比 べて GB 単 価 が 高 いからといっ
て、これを全然使わない理由はありません。SSD は厳
然として HDD より速いからです。HDD で構成された

❻ パフォーマンスをもっと速くするには
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ストレージ装置に少量の SSD を装備し、利用頻度の高
いデータを自動的に SSD へ再配置できれば、全体とし

パフォーマンスを向上させるために、ストレージ装置は

てのパフォーマンスは向上します。IBM ではこの自動

キャッシュと呼ばれる半導体メモリーをストレージ制御装置

ILM（Information Lifecycle Management） 機 能

に装備し、参照頻度の高いデータをここに配置させること

を Easy Tier と呼んでいます。名前の通り、ティア（階
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層）型のストレージ装置に実装される機能です。SVC や
Storwize V7000、IBM System Storage DS8000 など
で利用できます。

❼ まとめ
ユーザーにとってデータを保管するストレージは、データ
が爆発的に増殖し続ける今日において、投資の面でも保

6.3 フラッシュ・メモリーをもっと高速に
SSD はフラッシュ・メモリーで構成されていますが、実

管の面でも気掛かりとなる課題の１つです。ストレージは
単純化するとデータを書いて読むだけのシステムですが、

は HDDとの互換性を維持するため、フラッシュ・メモリー

ユーザーのニーズが多岐にわたるため、数多くの種類が

が本来持つ能力を十分には発揮できていません。

世に出されています。ユーザーの皆さまがストレージ装置

例えばフラッシュはメモリー・チップなのですから、すべ

を選択する上で、この記事がお役に立てば幸いです。

てのチップは同時並行的に稼働してしかるべきです。しか
し現在の SSD は HDD のふりをしているため、そのような

［参考文献］

データ転送を行うことはできません。HDD にはアームが

［1］ F
 reitas, R., Slember, J., Sawdon, W., et al.: GPFS
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1 本しかなく、1 時点では 1 つのデータしか転送できない
ので、SSDもそれに倣ってデータ転送を行うからです。
フラッシュはメモリー・チップで構成されているので、チッ
プ単位に RAID を組んだりすることができるはずです。し
かし現在の SSD は、HDD のように複数個の SSD で 1
つの RAIDを構成します。仮にSSD 内の 1 つのフラッシュ・
チップに障害が発生しても、SSD 全部が壊れたチップと同
じ振る舞いをします。現在、RAID 機能を実装した SSD
は存在しません。これはフラッシュ・メモリーにとって、とて
ももったいないことです。
この状況を打破する 1 つの答えとして、IBM は 2013
年 4 月に IBM FlashSystem を発表しました。これはフ
ラッシュをフラッシュとして利用し、最高のパフォーマンス
と可用性を提供できるように設計されたストレージ装置で
きょうたい

す。たった 1U（1.75 インチ）の筐体サイズの中に、最大
20TBもの容量を装備し、400MB/ 秒のスループットと45
万回を超える IOPS（I/O per second）を提供します。
通常のストレージ装置のように SSDを装備するのではなく、
専用に設計されたボードにフラッシュ・メモリーを配置し、

日本アイ・ビー・エム株式会社
ストレージ事業部
システムズ & テクノロジー・エバンジェリスト

佐野 正和

Masakazu Sano

［プロフィール］
1986 年日本 IBM 入社。1988 年よりストレージ製品のテクニカ
ル・サポートを担当。以後ストレージ製品の技術サポート、ストレー
ジ・ソリューションを中心とした製品の企画や営業推進業務に 25
年間にわたり従事。2006 年からシステムズ＆テクノロジー・エバ
ンジェリストとして執筆や講演活動も精力的に行っている。現在は
ストレージ事業部ソリューション部長。

サーバーにメモリーを挿すようなイメージでフラッシュ・メモ
リーを実装します。メモリー・チップを意識して設計されて
いるため、チップが装備されたボード 1 枚 1 枚が RAID
機能を持っています。これは SSD ではできなかったことで
す。また、ボードをまたいだフラッシュ間でも同時に RAID
を組むことができ、フラッシュ・チップから見ると縦横方向
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