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Dell EMC PowerStore 7000Tストレージ 
ソリューションにより、重要なデータへのアクセ
ス高速化とインライン データ削減率の向上を
実現 
PowerStore 7000Tは、別のベンダーのストレージ ソ
リューションと比較して、OLTPおよびその他のI/Oワーク
ロードのシミュレーションにおいて、インライン データ削減率
およびパフォーマンスの向上を達成しました。 

IDCの最近のレポートによると、エンタープライズ データの量は2020年から2022年ま
で平均42%以上増加します。1組織にとって、データへのアクセスに時間がかかるよ
うな状況は避けねばなりませんが、データ量の増加により、ユーザーがデータに迅速
にアクセスできなくなる可能性があります。Dell EMC PowerStore 7000Tストレー
ジ ソリューションは、エンタープライズクラスの組織がデータ センターの無秩序な増加
を抑えつつ、トランザクショナル データベースのパフォーマンス目標を達成し、ユーザー
の要求を満たすのに役立ちます。

Principled Technologiesでは、使用可能容量が48 TBの2つの異なるオール
NVMe® ストレージ ソリューション（Dell EMC PowerStore 7000Tアレイのクラス
ターと、ベンダーBと呼ぶ他社のアレイを使用したソリューション）に対して、複数のテス
トを実施しました。PowerStore 7000Tソリューションは、ベンダーBのソリューションと
比較して必要なラック スペースが小さく、同量のデータを保存するためのストレージ容
量が少ないほか、データベース オンライン トランザクション処理（OLTP）の疑似的な
ワークロードで1秒あたりのI/O処理数（IOPS）が多いという結果が得られました。さ
らに、PowerStore 7000Tソリューションでは、3つの異なるI/Oプロファイル実行時に
おいて、ベンダーBソリューションと比べて、より多くのIOPS、より多くの1秒あたりのMB、
より短いレスポンス タイムを達成しました。Dell EMC PowerStore 7000Tストレージ 
ソリューションを使用することで、高速なレスポンス タイムを維持しながら、ストレージ容
量の最大化とストレージ性能の向上を実現できます。 

Dell EMC™ PowerStore 7000T

* ベンダーBのソリューションと比較
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Principled Technologiesレポート: 実地テスト実世界での結果。

http://www.principledtechnologies.com


テスト方法 
このPrincipled Technologiesのテストでは、Dell 
EMC PowerStore 7000TソリューションとベンダーB
のソリューションの両方をオフサイトのデータ センター ラ
ボに設置しました。実際にラボに出向いてサーバー ク
ライアント、ネットワーク実装、およびストレージ アレイ
を確認した後、すべてのテストをリモートから実施しま
した。テストベッドへのアクセスや制御は制限なく自在
に行うことができました。   

最初にテストをセットアップするため、各ソリュー
ションに複数の1TBボリューム（論理ユニット番号
（LUN））を作成し、これらをアレイに接続された4
つのVMware® ESXi™サーバーにマッピングしました。
その後、両方のテスト ベッドで、複数のRAW Device 
Mapping（RDM）ディスクをLinux®ベースの仮想マ
シンに追加しました。各ストレージ ベンダーのベスト プ
ラクティスに従ってホストを調整しました。

このテストでは、3つのフェーズで各ソリューションをテストし、
それぞれのテストを別々に3回実施しました。このレポー
トでは、各フェーズの結果の中央値を使用しています。   
 

ラックスペース

Dell EMC PowerStore 7000Tソリューション ベンダーBのソリューション

少ないほど良い

33%
スペースの
節約

図1︓ 各ストレージ ソリューションが占有したラック スペース︓Dell EMCソリューションは4U、ベンダーBのソリューションは6U。少ない
ほど良い。出典︓Principled Technologies。
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Dell EMC PowerStore 7000Tアレイについて 

PowerStore 7000Tは、エンタープライズ レベルの組織向けにオー
ルフラッシュNVMeストレージ ソリューションを提供します。アレイは
最大96台のドライブ（25個の2.5インチNVMeドライブ スロットを搭
載）をサポートし、最大898.56 TBのロー ストレージ容量を提供し
ます。2 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー・ファミリー搭載ア
レイはわずか2Uのラック スペースに収まり、新しい部屋や建物への拡
張ペースを抑えるため、データ センターのコスト削減が可能になりま
す。PowerStore 7000Tアレイをクラスタリングすることで、管理作業
を増やすことなく、ストレージの性能と容量を増強することで、スケー
ルアップやスケールアウトを行うことができます。PowerStoreソリュー
ションには2Uアレイが2台（合計4U）あります。ベンダーBのソリュー
ションの6Uと比較してわずか3分の2です。  

2020年にPrincipled Technologies（PT）が実施した調査で、
PowerStore 9000Tおよび9000Xアレイは他のベンダーのアレイと比
較して、疑似的なOLTPワークロードに対して高いIOPSを実現し、
データをより効率的に保存し、新しいストレージのプロビジョニングを容
易に行えることが確認されました。3 

PowerStore Tシリーズアレイの詳細については、https://www.

delltechnologies.com/ja-jp/storage/powerstore-storage-

appliance/powerstore-t-series.htmを参照してください。  
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フェーズ1︓データ削減。各ソリューションに空のボリュームが含まれる状態でテストを開始しました。Vdbenchを使用してソリュー
ションへのデータ移行をシミュレートし、各アレイの16TBのデータセット（Vdbenchで作成）で128KBブロックを使用するシーケ
ンシャル書き込みI/Oプロファイル、2:1の圧縮比、2:1の重複排除比、ボリュームごとに1つのスレッドを使用しました。各テストの
実行前と実行直後の容量とデータ削減情報を収集し、各ソリューションのインライン データ削減能力を評価しました。  

フェーズ2︓疑似的なOLTPのパフォーマンス。Vdbenchを使用して、シーケンシャル書き込みI/Oワークロード、2:1の圧縮比、
1:1の重複排除比で、64個の1TBボリューム上のすべての論理領域にデータを割り当てました。その後、一定レートで長時間
のOLTPシミュレーションを実行し、データベースの調整を行いました。最後に、複数のI/Oブロックを用いて疑似的なOLTPワーク
ロードを実行し、2つのストレージ ソリューションのIOPSとレイテンシーのデータを収集しました。  

フェーズ3︓4つのI/Oプロファイル。Vdbenchを使用して、読み取りおよび書き込みI/Oプロファイルの組み合わせに対して各ソ
リューションが対応できるI/O処理数を評価しました。64個の1TBボリュームを読み込む際、2:1の圧縮比と2:1の重複排除比を
使用しました。最適なパフォーマンスを判断するために、IOPS、レイテンシー、データ スループットに関するデータを収集しました。

各テスト フェーズ間では、RDMディスクのマッピングを解除し、ボリュームを削除しました。その後、領域を再利用するためストレー
ジ ソリューションをアイドル状態にしてから、ボリュームの作成とRDMディスクのマッピングを再度行いました。テストのフェーズ2と
フェーズ3では、同じ数のボリュームとRDMディスクを使用しました。 
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データをより効率的に保存 
効率的な重複排除と圧縮を利用してストレージ ソリューションの領域を解放することで、必要なときにより多くのデータを保存で
きるようになり、新しいハードウェアを購入するペースを抑えることができます。ストレージ ソリューションで使用できるストレージ容
量が大きくなれば、投資した設備を有効に活用できます。 

PowerStore 7000Tソリューションは、インライン圧縮とインライン重複排除を組み合わせたデータ削減テクノロジーを利用してお
り、416 TBのデータを保存するのに必要な物理領域は3.9 TBでした。ベンダーBのソリューションもデータ削減テクノロジーを利用
していますが、16 TBの同じデータを保存するのに6.15 TBの物理領域が必要でした。Dell EMCソリューションのデータ削減率
は4.2:1で、ベンダーBのソリューションのデータ削減率は2.6:1でした。図2は、今回のデータ削減テストの結果を示しています。

 
OLTPワークロードで、より多くのデータベース トランザクションを処理
多くの小売業、金融業、カスタマー サービス業のように、重要な業務にOLTPデータベースを使用している企業には、高性
能データベースのニーズにすばやく対応できるストレージ ソリューションが必要です。高速なOLTPデータベースはビジネスの
成長の支えとなりますが、OLTPデータベースの処理が遅いと、ユーザーの不満や処理の遅れの原因となり、ビジネスに悪影
響が及ぶリスクがあります。  

Dell EMC PowerStore 7000Tソリューションは、ボリュームあたり32スレッドの疑似的なOLTPワークロードを実行し、
（ベンダーBのソリューションを13万3,000上回る）最大534,092のIOPSを達成しました。図3は、このワークロードの
IOPSの結果を示しています。 

16 TBのデータに必要なストレージ容量

Dell EMC PowerStore 7000Tソリューション

[データ削減率は4.2:1]

[データ削減率は2.6:1]

ベンダーBのソリューション

3.90 TB 16 TB

16 TB6.15 TB

少ないほど良い

36%
データ削減
率の向上

データ削減に関する主張

OLTPに関する主張
疑似的な32スレッドのOLTPワークロードでの最大IOPS

ベンダーBのソリューション

534,092 IOPS

400,859 IOPS

数値が高いほど高性能33%
IOPSの
向上

Dell EMC PowerStore 7000Tソリューション

図2︓ Dell EMC PowerStore 7000TおよびベンダーBのストレージ ソリューションで16 TBのデータを保存したときのデータ削減の結果。
少ないほど良い。出典︓Principled Technologies。

図3︓ Dell EMC PowerStore 7000TおよびベンダーBのストレージ アレイ ソリューションで疑似的な32スレッドのOLTPワークロードを実行
したときのIOPSの結果。出典︓Principled Technologies。
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より多くのストレージI/Oをサポートし、レスポンス タイムを短縮し、より高いス
ループットでより多くのデータを処理 

より多くのIOPSをサポート 

Dell EMC PowerStore 7000TソリューションとベンダーBのソリューションが大量のI/Oリクエストを処理する能力を判断するため
に、各ソリューションで2つのVdbenchワークロードを実行しました。  

• 8KBランダム100%読み取りワークロードを32スレッドで実行。ソリューションが情報を取得できる速度を示します。

• 4KBのランダム100%書き込みワークロードを32スレッドで実行。ソリューションがデータをコミットまたは保存できる 
速度を示します。

Dell EMC PowerStore 7000Tソリューションは、両方のテストでベンダーBのソリューションを上回り、それぞれテストで21%と
37%多いIOPSを達成しました（図4および図5を参照）。8KBのランダム読み取りワークロードでは、Dell EMC PowerStore 
7000Tソリューションは1,231,617 IOPS（これらのテストで達成された最大量）をサポートしました。これら2つのテストをまとめ
て見ると、Dell EMC PowerStore 7000Tソリューションは2つの異なるワークロードでベンダーBのソリューションを上回り、ベン
ダーBのソリューションよりも負荷の高いアクティビティーをより適切にサポートできる可能性があります。 

図4︓ 8KB、32スレッドのランダム読み取りワークロードを実行する場
合に各ソリューションでサポートされるIOPSの数（Vdbenchベンチマー
ク）。数値が高いほど高性能。出典︓Principled Technologies。

図5︓ 4KB、32スレッドのランダム書き込みワークロードを実行する場
合に各ソリューションでサポートされるIOPSの数（Vdbenchベンチマー
ク）。数値が高いほど高性能。出典︓Principled Technologies。

Vdbenchについて 

Vdbenchは、I/O負荷を生成してストレージ アレイに負荷をかけ、実際のワークロードをシミュレートするオープンソースのベンチマーキング ツー
ルです。このツールでは、ソリューションで処理できる最大のIOPSレートと、その際のレイテンシーと帯域幅を把握できます。このテストで使用し
たワークロードの詳細については、このレポートの詳細データを参照してください。 

8KB、32スレッドのランダム読み
取りワークロードでの最大IOPS

ベンダーBのソリューション
1,231,617 IOPS

1,012,745 IOPS

数値が高いほど高性能21%
IOPSの
向上

Dell EMC PowerStore 7000Tソリューション

4KB、32スレッドのランダム書き
込みワークロードでの最大IOPS 

ベンダーBのソリューション
800,478 IOPS

582,119 IOPS

数値が高いほど高性能37%
IOPSの
向上

Dell EMC PowerStore 7000Tソリューション
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レスポンス タイムを短縮 

32KBの70%読み取りワークロードを4スレッドで実行しながら、各ストレージ ソリューションのレスポンス タイムも測定しました。
Dell EMC PowerStore 7000Tソリューションで報告されたレイテンシーはサブミリ秒でしたが、ベンダーBのソリューションではサ
ブミリ秒ではありませんでした（図6を参照）。PowerStore 7000Tソリューションは、ベンダーBのソリューションと比較して23%
低いレイテンシーで30%多いIOPSをサポートしました（図7を参照）。これらの結果から、Dell EMC PowerStore 7000T
が負荷の高いユーザー リクエストを処理しながらレスポンス タイムを短縮でき、アプリケーションのレスポンス タイムを向上させる
可能性があることが分かります。

256KB、32スレッドのシーケンシャ
ル読み取りワークロードでの最大ス
ループット

ベンダーBのソリューション
48,850 MB/秒

9,285 MB/秒

数値が高いほど高性能5.2倍
MB/秒の
向上

Dell EMC PowerStore 7000Tソリューション

図6︓ 32KBの70%読み取りワークロード実行時のレ
スポンス タイム（ミリ秒）。少ないほど良い。出典︓
Principled Technologies。 

32KB、4スレッドの70%読み取
りワークロードでのレイテンシー

ベンダーBのソリューション
0.825 ms

1.078 ms

少ないほど良い23%
レイテンシー
の縮小

Dell EMC PowerStore 7000Tソリューション

図7︓ 32KBの70%読み取りワークロード実行時に各ソリュー
ションでサポートされるIOPSの数。数値が高いほど高性能。 
出典︓Principled Technologies。 

図8︓ 256KBのデータ ブロックを使用したVdbenchワークロードの
実行時の帯域幅（MB/秒）。数値が高いほど高性能。出典︓
Principled Technologies。 

より高いスループットでより多くのデータを処理 

各ソリューションが1秒あたりに転送できるデータ量をテストするため
に、100%シーケンシャル読み取りI/Oプロファイルを使用して、256KB
の大きなデータ ブロックを使用した別のVdbenchのワークロードを実
行しました。Dell EMC PowerStore 7000Tソリューションはベンダー
Bのソリューションを上回り、最大48,850 MB/秒を処理することで最
大5.2倍の帯域幅をサポートしました（図8を参照）。高帯域幅の
処理が可能なストレージ ソリューションは、ストリーミング ビデオやBig 
Dataアプリケーションなどの大容量リクエストに対してより多くのデー
タを処理するのに役立ちます。 

32KB、4スレッドの70%読み取
りワークロードでのIOPS

ベンダーBのソリューション
308,984 IOPS

236,599 IOPS

数値が高いほど高性能30%
IOPSの
向上

Dell EMC PowerStore 7000Tソリューション
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まとめ
重要なデータの保存と継続的な使用、そしてデータ量の増加に対応するには、大量のストレージ容量が必要なことがあります。
エンタープライズクラスのストレージ ソリューションは、raw容量のニーズには対応できるものの、実装されているデータ削減能力
や性能レベルには違いがあります。Dell EMC PowerStore 7000Tソリューションは、より多くのラック スペースを必要とするベン
ダーBの同等のオールNVMeソリューションとの比較で、優れたインライン データ削減能力を発揮しました。また、ベンダーBのソ
リューションよりも、シミュレーションにおけるOLTPデータベースのパフォーマンスが高く（最大33%）、他の4つのI/Oプロファイルで
のIOPS、スループット、およびレイテンシーに関しても優れたパフォーマンスを達成しました。Dell EMCのソリューションを選択する
と、ストレージを効率的に使用し、eコマースや類似のトランザクション データベース ワークロードを効果的にサポートし、データ セ
ンターの無秩序な拡大を抑えることができます。  

1 「Enterprises are collecting more data, but do they know what to do with it?」、Stephanie Condon
氏、2021年9月23日参照、 
https://www.zdnet.com/article/enterprises-are-collecting-more-data-but-do-they-know-what-to-do-with-it/ 

2 デル・テクノロジーズ、Dell EMC PowerStoreストレージ ファミリー、2021年9月23日参照 
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/storage/powerstore-storage-appliance.htm#tab0=0&pdf-overlay=//
www.delltechnologies.com/asset/ja-jp/products/storage/technical-support/h18143-dell-emc-powerstore-
family-spec-sheet.pdf

3 Principled Technologies、『Enable greater data reduction, storage performance, and manageability with Dell EMC 
PowerStore storage arrays』、2021年9月23日参照 
https://www.principledtechnologies.com/Dell/PowerStore-9000T-9000X-storage-arrays-0520.pdf.

4 デル・テクノロジーズ、『Dell EMC PowerStore︓データ効率化』、2021年9月30日参照 
https://www.delltechnologies.com/asset/ja-jp/products/storage/industry-market/h18151-dell-emc-powerstore-data-
efficiencies.pdf
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この実地テストは2021年8月27日に完了しました。テスト中に、適切なハードウェアとソフトウェアの構成を決定し、利用可能に
なった更新を適用しました。このレポートの結果には、2021年8月10日以前に確定された構成が反映されています。やむを得
ず、これらの構成が、このレポートの公開時点で使用可能な最新のバージョンではない可能性があります。

結果
このレポートの結果の算出方法の詳細については、http://facts.pt/calculating-and-highlighting-winsを参照してください。  
別途記載がない限り、このドキュメントに記載されたルールと原則に従っています。

表1︓ テストの結果

Dell EMC™ PowerStore 7000Tソリューション ベンダーBのソリューション

データ削減

16 TBのデータに必要なストレージ容量（TB） 3.90 6.15

データ削減率 4.2:1 2.6:1

32スレッドの疑似的なオンライン トランザクション処理（OLTP）ワークロード

1秒あたりのI/O処理数（IOPS） 534,092 400,859

読み取り/書き込みワークロード

8KB、32スレッドのランダム読み取りワークロー
ドでの最大IOPS（IOPS） 1,231,617 1,012,745

4KB、32スレッドのランダム書き込みワークロー
ドでの最大IOPS（IOPS） 800,478 582,119

256KB、32スレッドのシーケンシャル読み取りワー
クロードでの最大スループット（MB/秒） 48,850 9,285

32KB、4スレッドの70%読み取りワークロー
ドでのIOPS（（IOPS）） 308,984 236,599

32KB、4スレッドの70%読み取りワーク
ロードでのレイテンシー（ミリ秒） 0.825 1.078
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システム構成情報
表2︓ テストで使用したサーバーの詳細情報。

システム構成情報 Dell EMC™ PowerEdge™ R740 x 4

BIOS名とバージョン Dell EMC PowerEdge R740 2.11

デフォルト以外のBIOS設定 仮想化の有効化

オペレーティング システムの名前とバージョン/ビルド番号 VMware® ESXi™ 7.0.1 Update 2 Build 17867351

OS更新プログラム/パッチの最終適用日 2021/07/12

電源管理ポリシー パフォーマンス

プロセッサー

プロセッサーの数 2

ベンダーとモデル インテル® Xeon® Gold 6126

コア数（プロセッサーあたり） 12

コア周波数（GHz） 2.60

メモリモジュール

システム メモリの合計（GB） 256

メモリ モジュールの数 8

ベンダーとモデル Samsung® M393A2K43BB1-CTD

サイズ（GB） 32

タイプ PC4-2666

速度（MHz） 2,666

サーバでの実行速度（MHz） 2,666

ローカルストレージ

ドライブ数 1

ドライブのベンダーとモデル Samsung® MZ7LH240HAHQ0D3

ドライブ サイズ（GB） 240

ドライブ情報（速度、インターフェイス、タイプ） 6Gbps、SAS、SSD

ネットワーク アダプター

ベンダーとモデル Broadcom®ギガビットEthernet BCM5720

ポートの数とタイプ 2 x 1Gb、 
2 x 10Gb

ドライバーのバージョン 21.40.9

ストレージアダプタ

ベンダーとモデル Emulex LPe35002-M2-D

ポートの数とタイプ 2ポート32Gb Fibre Channel x 4 
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システム構成情報 Dell EMC™ PowerEdge™ R740 x 4

ファームウェアのバージョン 03.03.37

電源装置

ベンダーとモデル Dell 0CMPGMA02

電源装置の数 2

個々のワット数（W） 1,100

表3︓ 今回のテストで使用したストレージの詳細情報。 

ストレージ構成情報 Dell EMC PowerStore 7000Tソリュー
ション ベンダーBのストレージ ソリューション

ソフトウェアのバージョン 2.0.0.0 事前構成されたアレイのファームウェア
（2021年3月中旬時点の最新版）

ストレージ シェルフの数 2 1

ドライブの総数 36 36

ドライブ サイズ（TB） 1.92 1.92
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テスト方法
このPrincipled Technologiesのテストでは、Dell EMC PowerStore 7000TソリューションとベンダーBのソリューションの両方をオフサイトのデータ センター ラ
ボに設置しました。実際にラボに出向いてサーバー クライアント、ネットワーク実装、およびストレージ アレイを確認した後、すべてのテストをリモートから実施しま
した。テスト ベッドへのアクセスや制御は制限なく自在に行うことができました。各テスト ベッドで4台の同じDell EMC PowerEdge R740サーバー、VMware 
ESXi™ 7.0 U2、デュアル ポート32Gb Fibre Channelアダプター（1台のVMware vCenter®7.0サーバーにグループ化）を使用しました。

すべての物理コンポーネントと仮想コンポーネントのIPアドレスを受け取った後、可能な場合は両方のテスト ベッドの構成が同じになるようにし、同じ構成を実現
できない場合はできるだけ近いものになっていることを確認しました。 

確認を完了した後、3つのテスト フェーズのフェーズ1に移行しました。フェーズ1では、各ストレージ ソリューションのインライン データ削減率を測定しました。最初
に各ソリューションに16個の1TBボリューム（論理ユニット番号（LUN））を作成しました。ボリュームの作成が完了した後、PowerStoreおよびベンダーBのソ
リューションからPowerEdge R740サーバーにボリュームをマッピングしました。ボリュームをホストにマッピングした後、2つのRAWデバイス マッピング（RDM）ディ
スクを各テスト ベッドの8台の仮想マシンに追加しました。 

この一連のテストでは、最初にVdbenchを使用してボリュームに16TBのデータの事前入力を行い、2:1のインライン圧縮比と2:1の重複排除比を設定しまし
た。事前入力の前後のシステムの物理的な使用状況を測定し、各ソリューションの全体的なインライン データ削減率を記録しました。その後、データ削減テス
トをさらに2回行いました。このレポートでは各ソリューションのデータ削減率の中央値を使用しています。 

データ削減テストのフェーズを完了した後、テストのフェーズ2に移行しました。まず、フェーズ1からボリュームの作成とマッピングの部分を繰り返しました。ただし、
このフェーズ以外では、64個の1TBボリュームを作成し、16台のVMにマッピングしました。その後、ボリュームの事前入力を行いましたが、このフェーズ2では、2:1
の圧縮比と1:1の重複排除比を使用しました。テストを行う前にソリューションを事前調整するため、200,000のIOPSを目標とする定常状態のワークロードを実
行しました。このワークロードは複数のブロック サイズと読み取り/書き込み比率が混在する構成で、16スレッドで4時間にわたって実行されました。事前調整の
完了後、疑似的なOLTPテストに移行しました。ここでも（次に示す）複数のブロック サイズと読み取り/書き込み比率が混在する構成を使用しましたが、この
フェーズでは複数の異なるスレッド数でソリューションのパフォーマンス評価を行いました。 

このテストでは、次のOLTP I/Oプロファイルを使用しました。

• 20% 8KBランダム読み取りヒット
• 45% 8KBランダム読み取りミス
• 15% 8KBランダム書き込み 

• 10% 64KBシーケンシャル読み取り 

• 10% 64KBシーケンシャル書き込み 

この疑似的なOLTP I/Oワークロードのスキューは90/10でした。つまり、このテストでは、一般的な本番稼働環境を再現するために、90%のワークロードが10%
の論理アドレス領域に対して提示されました。 

フェーズ3では、再び64個の1TBボリュームを作成し、16台のVMにマッピングしました。フェーズ2から同じ事前入力プロセスを繰り返しましたが、この
フェーズ3では、2:1の圧縮比と2:1の重複排除比を使用しました。次に、Vdbenchを使用して、データセット上で（次に示す）いくつかの合成I/O
ワークロードを実行しました。  

使用したプロファイルは次のとおりです。

• 8KBのランダム読み取り
• 32KBのランダム70%読み取り

• 4KBのランダム書き込み
• 256KBのシーケンシャル読み取り

合成 I /Oワークロードでもスキューは90/10でした。キャッシュ  ヒットの可能性を回避するために、各ワークロードの前にキャッシュ  フラッシュ 
ワークロードを実行しました。 

テストのOLTPの部分を次の順序で3回実行し、レポートで使用する各ソリューションの中央値出力を選択しました。

a. ボリュームの事前入力
b. 定常状態

c. キャッシュのフラッシュ
d. OLTPシミュレーション

テストの合成I/Oの部分を次の順序で3回実行し、各ソリューションの中央値出力を選択しました。

a. ボリュームの事前入力
b. 定常状態
c. キャッシュのフラッシュ
d. 8KBのランダム読み取り
e. キャッシュのフラッシュ

f. 256KBのシーケンシャル読み取り
g. キャッシュのフラッシュ
h. 32KBのランダム70%読み取り
i. キャッシュのフラッシュ
j. 4KBのランダム書き込み
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インライン データ削減のテスト

ボリュームへのデータの事前入力
1つのスレッドで128KBのシーケンシャル書き込みを使用して、ボリュームに16 TBのデータを入力しました。このフェーズを実行するため、8台の各仮想マシ
ンで以下の構成を実行しました。

messagescan=no

compratio=2

dedupratio=2

dedupunit=（ベンダーBでは4096、PowerStoreでは8192）
dedupsets=5%

hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1

hd=PS_001,system=192.168.1.201

...

hd=PS_008,system=192.168.1.208

sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

...

sd=sd015,host=PS_008,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd016,host=PS_008,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

wd=wd_MIGRATETS_SW,sd=*,seekpct=eof

rd=rd_MIGRATETS,wd=wd_MIGRATETS_

SW,elapsed=24h,interval=10,forxfersize=(128k),forrdpct=(0),forthreads=(1),iorate=max,maxdata=64000g

疑似的なOLTPのパフォーマンスのテスト
ボリュームへのデータの事前入力
1つのスレッドで128KBのシーケンシャル書き込みを使用して、ボリュームにデータを入力しました。このフェーズを実行するため、16台の各仮想マシ
ンで以下の構成を実行しました。

messagescan=no

compratio=2

hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1

hd=PS_001,system=192.168.1.201

...

hd=PS_016,system=192.168.1.216

sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

...

sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

wd=wd_MIGRATETS_SW,sd=*,seekpct=eof

rd=rd_MIGRATETS,wd=wd_MIGRATETS_

SW,elapsed=24h,interval=10,forxfersize=(128k),forrdpct=(0),forthreads=(1),iorate=max,maxdata=64000g

ソリューションの定常状態への移行
64個の1TBボリュームを展開し、200,000 IOPSの定常状態で一般的なOLTPワークロードをエミュレートするワークロードを実行するようにVdbenchを構成しまし
た。このフェーズを実行するため、16台の各仮想マシンで以下の構成を実行しました。

messagescan=no

compratio=2

hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1

hd=PS_001,system=192.168.1.201

...
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hd=PS_016,system=192.168.1.216

sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

...

sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

wd=wd_STEADYSTATETS_RRH,sd=*,rhpct=100,rdpct=100,xfersize=8K,skew=20,range=(10m,30m)

wd=wd_STEADYSTATETS_RM1,sd=*,rdpct=100,xfersize=8k,skew=40,range=(89,99)

wd=wd_STEADYSTATETS_RM2,sd=*,rdpct=100,xfersize=8k,skew=5,range=(11,88)

wd=wd_STEADYSTATETS_RW1,sd=*,rdpct=0,xfersize=8K,skew=13,range=(89,99)

wd=wd_STEADYSTATETS_RW2,sd=*,rdpct=0,xfersize=8K,skew=2,range=(11,88)

wd=wd_STEADYSTATETS_SR1,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(89,99),xfersize=64K,skew=9

wd=wd_STEADYSTATETS_SR2,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(11,88),xfersize=64K,skew=1

wd=wd_STEADYSTATETS_SW1,sd=*,rdpct=0,seekpct=seqnz,range=(89,99),xfersize=64K,skew=9

wd=wd_STEADYSTATETS_SW2,sd=*,rdpct=0,seekpct=seqnz,range=(11,88),xfersize=64K,skew=1

rd=rd_STEADYSTATETS,wd=wd_ 
STEADYSTATETS_*,iorate=200000,elapsed=4h,interval=10,warmup=60,forthreads=(16),hitarea=6m

疑似的なOLTPワークロードの実行
これらのテストでは、64個の1TBボリュームを展開し、32スレッドを使用して一般的なOLTPワークロードをエミュレートするワークロードを実行するようにVdbench
を構成しました。このフェーズを実行するため、16台の各仮想マシンで以下の構成を実行しました。

messagescan=no

compratio=2

hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1

hd=PS_001,system=192.168.1.201

...

hd=PS_016,system=192.168.1.216

sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

...

sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

wd=wd_OLTP2S_RRH,sd=*,rhpct=100,rdpct=100,xfersize=8K,skew=20,range=(10m,30m)

wd=wd_OLTP2S_RM1,sd=*,rdpct=100,xfersize=8k,skew=40,range=(89,99)

wd=wd_OLTP2S_RM2,sd=*,rdpct=100,xfersize=8k,skew=5,range=(11,88)

wd=wd_OLTP2S_RW1,sd=*,rdpct=0,xfersize=8K,skew=13,range=(89,99)

wd=wd_OLTP2S_RW2,sd=*,rdpct=0,xfersize=8K,skew=2,range=(11,88)

wd=wd_OLTP2S_SR1,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(89,99),xfersize=64K,skew=9

wd=wd_OLTP2S_SR2,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(11,88),xfersize=64K,skew=1

wd=wd_OLTP2S_SW1,sd=*,rdpct=0,seekpct=seqnz,range=(89,99),xfersize=64K,skew=9

wd=wd_OLTP2S_SW2,sd=*,rdpct=0,seekpct=seqnz,range=(11,88),xfersize=64K,skew=1

rd=rd_OLTP2S,wd=wd_OLTP2S_*,iorate=max,elapsed=120,interval=10,warmup=60,forthreads=(32),hitarea=6m
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合成I/Oワークロードのテスト

ボリュームへのデータの事前入力
1つのスレッドで128KBのシーケンシャル書き込みを使用して、ボリュームに64 TBのデータを入力しました。2:1の圧縮比と2:1の重複排除比を使用しました。この
フェーズを実行するため、16台の各仮想マシンで以下の構成を実行しました。

messagescan=no

compratio=2

dedupratio=2

dedupunit=8192

dedupsets=5%

hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1

hd=PS_001,system=192.168.1.201

...

hd=PS_016,system=192.168.1.216

sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

...

sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

wd=wd_MIGRATETS_SW,sd=*,seekpct=eof

rd=rd_MIGRATETS,wd=wd_MIGRATETS_

SW,elapsed=24h,interval=10,forxfersize=(128k),forrdpct=(0),forthreads=(1),iorate=max,maxdata=64000g

ソリューションの定常状態への移行
これらのテストでは、64個の1TB LUNを展開し、200,000 IOPSの定常状態で一般的なOLTPワークロードをエミュレートするワークロードを実行するように
Vdbenchを構成しました。このフェーズを実行するため、16台の各仮想マシンで以下の構成を実行しました。

messagescan=no

compratio=2

dedupratio=2

dedupunit=8192

dedupsets=5%

d=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1

hd=PM_001,system=192.168.1.201

...

hd=PM_016,system=192.168.1.216

sd=sd_001,host=PM_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd_002,host=PM_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd_003,host=PM_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd_004,host=PM_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

...

sd=sd_061,host=PM_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd_062,host=PM_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd_063,host=PM_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd_064,host=PM_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

wd=wd_STEADYSTATETS_RRH,sd=*,rhpct=100,rdpct=100,xfersize=8K,skew=20,range=(10m,30m)

wd=wd_STEADYSTATETS_RM1,sd=*,rdpct=100,xfersize=8k,skew=40,range=(89,99)

wd=wd_STEADYSTATETS_RM2,sd=*,rdpct=100,xfersize=8k,skew=5,range=(11,88)

wd=wd_STEADYSTATETS_RW1,sd=*,rdpct=0,xfersize=8K,skew=13,range=(89,99)

wd=wd_STEADYSTATETS_RW2,sd=*,rdpct=0,xfersize=8K,skew=2,range=(11,88)

wd=wd_STEADYSTATETS_SR1,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(89,99),xfersize=64K,skew=9

wd=wd_STEADYSTATETS_SR2,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(11,88),xfersize=64K,skew=1

wd=wd_STEADYSTATETS_SW1,sd=*,rdpct=0,seekpct=seqnz,range=(89,99),xfersize=64K,skew=9

wd=wd_STEADYSTATETS_SW2,sd=*,rdpct=0,seekpct=seqnz,range=(11,88),xfersize=64K,skew=1

rd=rd_STEADYSTATETS,wd=wd_ 
STEADYSTATETS_*,iorate=200000,elapsed=4h,interval=10,warmup=60,forthreads=(16),hitarea=6m
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8KBランダム読み取りワークロードの実行
8KBブロック サイズ、100%ランダム読み取り、32スレッド、64TBのデータ、2:1の圧縮比と2:1の重複排除比を使用しました。このフェーズを実行するため、16台
の各仮想マシンで以下の構成を実行しました。

messagescan=no

compratio=2

dedupratio=2

dedupunit=8192

dedupsets=5%

hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh

hd=PS_001,system=192.168.1.201

...

hd=PS_016,system=192.168.1.216

sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

...

sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

wd=wd_RRM8K_RM,sd=*,rdpct=100,range=(11,99),xfersize=8k

rd=rd_RRM8K,wd=wd_RRM8K_RM,iorate=max,elapsed=120,interval=10,warmup=60,forthreads=(32)

256KBシーケンシャル読み取りワークロードの実行
256KBブロック サイズ、100%シーケンシャル読み取り、32スレッド、64 TBのデータ、2:1の圧縮比と2:1の重複排除比を使用しました。このフェーズを実行する
ため、16台の各仮想マシンで以下の構成を実行しました。

messagescan=no

compratio=2

dedupratio=2

dedupunit=8192

dedupsets=5%

hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh

hd=PS_001,system=192.168.1.201

...

hd=PS_016,system=192.168.1.216

sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

...

sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

wd=wd_SR256K_SR,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(11,99),xfersize=256K

rd=rd_SR256K,wd=wd_SR256K_SR,iorate=max,elapsed=120,interval=10,warmup=60,forthreads=(32)

32KBランダム70%読み取りワークロードの実行
32KBブロック サイズ、70%ランダム読み取り、4スレッド、64 TBのデータ、2:1の圧縮比と2:1の重複排除比を使用しました。このフェーズを実行するため、16台
の各仮想マシンで以下の構成を実行しました。

messagescan=no

compratio=2

dedupratio=2
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dedupunit=8192

dedupsets=5%

hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh

hd=PS_001,system=192.168.1.201

...

hd=PS_016,system=192.168.1.216

sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

...

sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

wd=wd_RW703032K_ALL,sd=*,xfersize=32k,seekpct=100,rdpct=70,range=(11,99)

rd=rd_RW703032K,wd=wd_RW703032K_ALL,iorate=max,elapsed=120,interval=10,warmup=60,forthreads=(4)

4KBランダム書き込みワークロードの実行
4KBブロック サイズ、100%ランダム書き込み、32スレッド、64 TBのデータ、2:1の圧縮比と2:1の重複排除比を使用しました。このフェーズを実行するため、16台
の各仮想マシンで以下の構成を実行しました。

messagescan=no

compratio=2

dedupratio=2

dedupunit=8192

dedupsets=5%

hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh

hd=PS_001,system=192.168.1.201

...

hd=PS_016,system=192.168.1.216

sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

...

sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

wd=wd_RWM4K_RW,sd=*,rdpct=0,seekpct=100,range=(11,99),xfersize=4K

rd=rd_RWM4K,wd=wd_RWM4K_RW,iorate=max,elapsed=120,interval=10,warmup=60,forthreads=(32)

キャッシュのフラッシュ
フェーズ2のテストでは、64個の1TBボリュームを展開し、1スレッドで128KBのシーケンシャル読み取りを実行するようにVdbenchを構成しました。このフェーズを
実行するため、16台の各仮想マシンで以下の構成を実行しました。

messagescan=no

compratio=2

hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.21.200,user=root,shell=ssh

hd=PS_001,system=192.168.21.201

...

hd=PS_016,system=192.168.21.216

sd=sd001,host=PSOL_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

...

sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
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sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

wd=wd_CACHEFLUSH_RRM,sd=*,rdpct=100,xfersize=128k,range=(1,10)

rd=rd_CACHEFLUSH,wd=wd_CACHEFLUSH_RRM,forthreads=(1),iorate=max,elapsed=900,interval=10,maxdata=4096g

フェーズ3のテストでは、64個の1TBボリュームを展開し、1スレッドで128KBのシーケンシャル読み取りを実行するようにVdbenchを構成しました。このフェーズを
実行するため、16台の各仮想マシンで以下の構成を実行しました。

messagescan=no

compratio=2

dedupratio=2

dedupunit=8192

dedupsets=5%

d=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1

hd=PM_001,system=192.168.1.201

...

hd=PM_016,system=192.168.1.216

sd=sd_001,host=PM_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd_002,host=PM_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd_003,host=PM_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd_004,host=PM_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

...

sd=sd_061,host=PM_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct

sd=sd_062,host=PM_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct

sd=sd_063,host=PM_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct

sd=sd_064,host=PM_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct

wd=wd_CACHEFLUSH_RRM,sd=*,rdpct=100,xfersize=128k,range=(1,10)

rd=rd_CACHEFLUSH,wd=wd_CACHEFLUSH_RRM,forthreads=(1),iorate=max,elapsed=900,interval=10,maxdata=4096g
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