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近年、仮想化インフラとして注目を集めているハイパーコンバージドインフラストラクチャー（以

下、HCI）は、さまざまなメーカーから製品がリリースされ、ここ数年HCI 市場は急激に拡大し

ています。IDC Japan の調査 (＊1) によると、2017年は 2016年比で成長率 22.9%、 2017 年～

2020年の年間平均成長率（CAGR）は 20.6%と予測されており、今後もコンバージドシステム

市場を牽引すると言われています。一方で、その高い導入コストに頭を悩ませる企業の方も少な

くありません。今回は、HCI を構成する要素の 1つ「10Gスイッチ」に焦点を当て、低コスト

でありながらHCI 環境で十分なパフォーマンスを発揮できるNETGEAR社が提供する 10Gス

イッチの実力を徹底的に検証しました。

（※1  引用元：IDC Japan が発行したレポート『国内コンバージドシステム市場予測、2018年～ 2022年』（JPJ42921618））



　なぜ、今HCI を採用する企業が増えているのか？

　従来は、サーバ＋SAN（iSCSI 等）スイッチ＋外部ストレージからなる「3Tier」と呼ばれる構成が主流でしたが、管理 /障害ポイントが複

数あるため、障害切り分けの煩雑さなどが課題とされていました。一方、HCI は、Software Defined Storage（以下、SDS）技術により各

内部ストレージを共有ストレージのように使うことで、スイッチと外部ストレージを排除。構成がシンプルになったことで、運用コストの軽

減が可能です。さらに、最小構成から始めて、状況に応じて柔軟に拡張できることも、多くの企業がHCI を導入する理由の 1つでしょう。

HCI の導入コスト抑制の鍵は「10Gスイッチ」

　HCI にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。その1つに「コスト」が挙げられます。ここでHCI に必要なコンポー

ネントについて整理してみましょう。HCI を構成するコンポーネントは以下の3つです。

　① サーバーノード（CPU、メモリ、ディスク（SSD）等）

　② 各 HCI で必要なソフトウェアライセンス（SDS）

　③ 10Gスイッチ

　メリットの1つとして挙げたとおり、HCI はスモールスタートが可能なため、従来の構成に比べて初期費用を抑えられます。しかし、劇的

に抑えられる訳ではなく、 “それなり”にコストはかかってしまいます。その要因の1つが、③に挙げた「10Gスイッチ」です。サーバーノー

ドおよび SDSは、サーバーもしくはVDI の数量、必要なスペックに応じて台数およびライセンス数が算出されます。そのため、IAサーバー

の機能面ではメーカーによって多少の差はあるものの、価格差はほぼありません。

　では、10Gスイッチはどうでしょうか。HCIを提供しているベンダーの多くが、パフォーマンスを確保するために、各サーバー間を10Gスイッ

チへ接続することを基本としており、ファイバーケーブルを接続するような10GBASE-SR に対応している 10Gスイッチが主流です。しかし、

10GBASE-SR に対応しているスイッチは、筐体自体も高価な上に、SFPモジュールやファイバーケーブルも必要なため、「10Gスイッチはま

だまだ高価」という印象が拭えません。そこで、SFPモジュールも不要かつファイバーケーブルより安価な LANケーブルを使用する

10GBASE-T のスイッチでもHCI 環境で十分なパフォーマンスが発揮できれば、HCI の導入コストを抑えられるのではないでしょうか。

　今回は、10GBASE-SR に対応するスイッチを主力製品とするベンダーが多い中、10GBASE-T に対応するスイッチを主力製品としている

NETGEAR社のスマートスイッチを例に、その実力を検証してみました。
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NETGEAR社のスマートスイッチなら10万円台から始められる！その実力とは？

　今回検証するNETGEAR社のスマートスイッチ（以下、NETGEARスイッチ）は、他社製品と比較しても、中堅 /中小企業向けのHCI 環境

に最適なラインアップが非常に充実しており、小規模から始める場合に価格面でのメリットが期待できる製品です。

　今回はVMware Virtual SAN （以下、vSAN）環境で、NETGEARスイッチの機能検証を実施しました。検証した際の構成は、以下のとお

りとなります。
【物理構成図】

　各サーバーの10G Port（NIC）にイーサネットケーブルを接続し、冗長化構成としています。

【ネットワーク詳細図】

　一般的な仮想環境のネットワーク構成とし、各サーバーの1～ 4Port からサービス用ネットワークへ接続される想定です。5, 6Port は、今

回検証する SDS用のネットワークとして 10G（speed）を使用します。

　なお、各サーバーのディスクはハイブリット構成ですが、IO処理は SSDを指定、NIC は 10G（speed）に、MTUのフレーム数は 9000

で統一しています。（※通常MTUはデフォルト 1500です。設定を変更する際は、VM環境内のドライバ設定および vSwitch 設定が必要と

なります。）

　今回実施した試験項目は以下のとおりです。各障害試験および、バックアップ／リストア機能試験については、実際の運用を想定した検証

を実施しています。

　① ベンチマーク試験

　② 高負荷試験

　③ NIC 障害試験

　④ スイッチ障害試験

　⑤ バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　  ベンチマーク試験

　今回、ストレージのデータ転送速度を測定できるベンチマークソフトCrystalDiskMark を使用します。ESXi 上に作成したVM

（Windows）より CrystalDiskMark を使用して bps を取得し、NETGEARスイッチを経由する場合と経由しない場合で検証を実施。

NETGEARスイッチがボトルネックになるかどうかを確認しました。

【試験方法】

・  試験回数：5回（その結果から処理速度の平均値を取得）
・  転送するデータ容量：1GB
・  フォルダ選択は、NETGEARスイッチ経由先のVM（Windows）配下のフォルダを選択 ※VM(Windows) 同士でファイル共有できている
ことが前提です。

　なお、NETGEARスイッチを経由しない場合については、何の障害もないため最もパフォーマンスが高いと想定される、同一サーバー内でデー

タを転送した際の速度を計測しています。

【試験結果】

　4K ランダムWrite にて、約 30MB/s 程 NETGEARスイッチを経由しない場合の処理の方が優れていましたが、総合的に Sequence write 

約 4Gbps、4K write 約 2.2Gbps を記録しており、明確な差はありませんでした。したがって、単体処理においてNETGEARスイッチがボ

トルネックになることはなく、高速転送が可能と判断できます。

　  高負荷試験

　ESXi 上に作成したVM(Cent OS 7) 3 台より 10Mbps のテストデータを複数同時実行して高負荷を与え、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=10M count=2000 … ×9

【試験方法】

・  共有ファイルサーバー (NFS) を構築し、マウント実施後にテストデータを送信
・  OSのセキュリティ、ファイアウォール設定は全て無効

【データ送信イメージ】

【試験結果】

　最大転送速度 約 9.6Gbps という結果になりました。通信のアップダウンも滑らかで、安定した通信が可能と判断できます。また、複数ユー

ザーが同時にGb単位のデータ転送をしたとしても、余力を残して高速転送ができると言えるでしょう。

　  NIC 障害

　4K write を継続処理させた状態で LANケーブルを抜線し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=4K count=10M

【試験方法】

　1. テストデータを送信

　　 ※テストデータのOUT先は、NETGEARスイッチを経由した先のVM(Cent7) をマウント

　2. 1. の処理中に、ESXi1 号機の“Uplink1 Active”の LANケーブルを抜線

　3. フェイルオーバー時の処理速度を観測

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NIC 障害によるフェイルオーバー時も1.4Gbps 以上の通信速度を記録。抜線後、フェイルオーバー

が瞬時に動作し、約10秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはなく、NETGEARスイッチは耐障

害性に問題ないと判断できます。

　  スイッチ障害

　4K write を継続処理させた状態でNETGEAR1号機を停止し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【試験方法】

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NETGEARスイッチ障害によるフェイルオーバー時でも1.5Gbps以上の通信速度を記録。フェイルオー

バー開始から約40秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはく、片系のスイッチ障害に耐えうる実

運用レベルのスイッチであると判断できます。

　  バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　NETGEARスイッチには、USB メモリーにスイッチのConfig設定を外部出力できる機能があり、USBメモリーに保存したConfig設定を

スイッチにインポートすることも可能です。今回はスイッチが故障した場合を想定し、交換用のスイッチへConfig設定をリストア／復旧さ

せる試験を実施します。

【試験方法】
　1. Config設定をUSB メモリーに保存

　2. サーバーからケーブルを抜線

　3. スイッチ間で接続しているケーブルを抜線

　4. スイッチの設定を工場出荷時の状態に初期化

　5. 1. で保存したConfig設定をスイッチにリストア

　6. スイッチ間で接続しているケーブルを接続

　7. 4K write を ESXi1 号機から負荷をかけ続ける

　8. サーバーとスイッチ間のケーブルを接続

　9. フェイルバックされていることを確認

【検証結果】

　正常復旧しているか判断するために以下の項目を確認します。

　　

　　　■ 確認項目
　　　1. 設定が正しくインポートされているか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後 LACPが元通りに設定され、スイッチ同士を接続するとネゴシエーションが始まり、正常にチーミング接続ができ

　　　　ていることを確認

　　　2. リストア後にスイッチを接続した際、vSANネットワークが正しく復旧されるか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後、チーミング接続が実施されたスイッチとサーバーを接続したところ、即時にフェイルバックが開始されたことを

　　　　確認

　　　3. リストア後のパフォーマンスに影響はないか

　　　　[結果 ]

　　　　フェイルバック後に明確なパフォーマンス劣化は見られなかった

　以上より、USBメモリーを使ったポート設定のバックアップ&リストアは正常に実行されたと判断でき、NETGEARスイッチのバックアッ

プ／リストア機能には問題がないと言えます。

　  まとめ

　以上の機能検証の結果から、NETGEARスイッチは、HCI 環境で利用するスイッチとして十分なパフォーマンスを発揮し、実運用に耐えら

れると判断できます。

　HCI を導入する際、既存環境で利用されている10GBASE-T に対応するスイッチの空きポートにサーバーを接続すれば、既存の資産を有効

活用できるのでは？とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、既存環境で利用しているスイッチの空きポートを利用

する場合は、既存環境への影響の確認や設定変更などが必要となり、余計にコストがかかってしまう可能性があります。特に、設定変更は、

既存のネットワーク環境に影響を及ぼす可能性も十分に考慮しなければなりません。また、一つのスイッチにさまざまなシステムが相乗りす

ることで、障害時の切り分けや影響の特定を判明しにくくなります。しかし、HCI 環境用に専用スイッチを導入すれば、これらの懸念は無く

なりますので、HCI 導入時は、専用の 10Gスイッチを用意することをお勧めします。

　大抵の場合、HCI はサーバーノード 3台から（4台推奨）という構成のため、接続する10Gスイッチは 8ポートでも十分対応できます。

NETGEARスイッチはラインアップが豊富で、小規模環境からのミニマムスタートする場合も、最適な10Gスイッチを選択できます。必要に

応じて拡張することで、高い費用対効果が期待できるでしょう。

　S&I は、VMware 製品を中心にサーバー、クライアント仮想化において、仮想化創成期から多くの実績があります。新規環境の構築や仮想

マシンの移行など、お客様のご要件に応じて最適なプランのご提案から構築・運用までトータルでご支援いたします。
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タを転送した際の速度を計測しています。

【試験結果】

　4K ランダムWrite にて、約 30MB/s 程 NETGEARスイッチを経由しない場合の処理の方が優れていましたが、総合的に Sequence write 

約 4Gbps、4K write 約 2.2Gbps を記録しており、明確な差はありませんでした。したがって、単体処理においてNETGEARスイッチがボ

トルネックになることはなく、高速転送が可能と判断できます。

　  高負荷試験

　ESXi 上に作成したVM(Cent OS 7) 3 台より 10Mbps のテストデータを複数同時実行して高負荷を与え、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=10M count=2000 … ×9

【試験方法】

・  共有ファイルサーバー (NFS) を構築し、マウント実施後にテストデータを送信
・  OSのセキュリティ、ファイアウォール設定は全て無効

【データ送信イメージ】

【試験結果】

　最大転送速度 約 9.6Gbps という結果になりました。通信のアップダウンも滑らかで、安定した通信が可能と判断できます。また、複数ユー

ザーが同時にGb単位のデータ転送をしたとしても、余力を残して高速転送ができると言えるでしょう。

　  NIC 障害

　4K write を継続処理させた状態で LANケーブルを抜線し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=4K count=10M

【試験方法】

　1. テストデータを送信

　　 ※テストデータのOUT先は、NETGEARスイッチを経由した先のVM(Cent7) をマウント

　2. 1. の処理中に、ESXi1 号機の“Uplink1 Active”の LANケーブルを抜線

　3. フェイルオーバー時の処理速度を観測

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NIC 障害によるフェイルオーバー時も1.4Gbps 以上の通信速度を記録。抜線後、フェイルオーバー

が瞬時に動作し、約10秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはなく、NETGEARスイッチは耐障

害性に問題ないと判断できます。

　  スイッチ障害

　4K write を継続処理させた状態でNETGEAR1号機を停止し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【試験方法】

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NETGEARスイッチ障害によるフェイルオーバー時でも1.5Gbps以上の通信速度を記録。フェイルオー

バー開始から約40秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはく、片系のスイッチ障害に耐えうる実

運用レベルのスイッチであると判断できます。

　  バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　NETGEARスイッチには、USB メモリーにスイッチのConfig設定を外部出力できる機能があり、USBメモリーに保存したConfig設定を

スイッチにインポートすることも可能です。今回はスイッチが故障した場合を想定し、交換用のスイッチへConfig設定をリストア／復旧さ

せる試験を実施します。

【試験方法】
　1. Config設定をUSB メモリーに保存

　2. サーバーからケーブルを抜線

　3. スイッチ間で接続しているケーブルを抜線

　4. スイッチの設定を工場出荷時の状態に初期化

　5. 1. で保存したConfig設定をスイッチにリストア

　6. スイッチ間で接続しているケーブルを接続

　7. 4K write を ESXi1 号機から負荷をかけ続ける

　8. サーバーとスイッチ間のケーブルを接続

　9. フェイルバックされていることを確認

【検証結果】

　正常復旧しているか判断するために以下の項目を確認します。

　　

　　　■ 確認項目
　　　1. 設定が正しくインポートされているか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後 LACPが元通りに設定され、スイッチ同士を接続するとネゴシエーションが始まり、正常にチーミング接続ができ

　　　　ていることを確認

　　　2. リストア後にスイッチを接続した際、vSANネットワークが正しく復旧されるか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後、チーミング接続が実施されたスイッチとサーバーを接続したところ、即時にフェイルバックが開始されたことを

　　　　確認

　　　3. リストア後のパフォーマンスに影響はないか

　　　　[結果 ]

　　　　フェイルバック後に明確なパフォーマンス劣化は見られなかった

　以上より、USBメモリーを使ったポート設定のバックアップ&リストアは正常に実行されたと判断でき、NETGEARスイッチのバックアッ

プ／リストア機能には問題がないと言えます。

　  まとめ

　以上の機能検証の結果から、NETGEARスイッチは、HCI 環境で利用するスイッチとして十分なパフォーマンスを発揮し、実運用に耐えら

れると判断できます。

　HCI を導入する際、既存環境で利用されている10GBASE-T に対応するスイッチの空きポートにサーバーを接続すれば、既存の資産を有効

活用できるのでは？とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、既存環境で利用しているスイッチの空きポートを利用

する場合は、既存環境への影響の確認や設定変更などが必要となり、余計にコストがかかってしまう可能性があります。特に、設定変更は、

既存のネットワーク環境に影響を及ぼす可能性も十分に考慮しなければなりません。また、一つのスイッチにさまざまなシステムが相乗りす

ることで、障害時の切り分けや影響の特定を判明しにくくなります。しかし、HCI 環境用に専用スイッチを導入すれば、これらの懸念は無く

なりますので、HCI 導入時は、専用の 10Gスイッチを用意することをお勧めします。

　大抵の場合、HCI はサーバーノード 3台から（4台推奨）という構成のため、接続する10Gスイッチは 8ポートでも十分対応できます。

NETGEARスイッチはラインアップが豊富で、小規模環境からのミニマムスタートする場合も、最適な10Gスイッチを選択できます。必要に

応じて拡張することで、高い費用対効果が期待できるでしょう。

　S&I は、VMware 製品を中心にサーバー、クライアント仮想化において、仮想化創成期から多くの実績があります。新規環境の構築や仮想

マシンの移行など、お客様のご要件に応じて最適なプランのご提案から構築・運用までトータルでご支援いたします。
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　なぜ、今HCI を採用する企業が増えているのか？

　従来は、サーバ＋SAN（iSCSI 等）スイッチ＋外部ストレージからなる「3Tier」と呼ばれる構成が主流でしたが、管理 /障害ポイントが複

数あるため、障害切り分けの煩雑さなどが課題とされていました。一方、HCI は、Software Defined Storage（以下、SDS）技術により各

内部ストレージを共有ストレージのように使うことで、スイッチと外部ストレージを排除。構成がシンプルになったことで、運用コストの軽

減が可能です。さらに、最小構成から始めて、状況に応じて柔軟に拡張できることも、多くの企業がHCI を導入する理由の 1つでしょう。

HCI の導入コスト抑制の鍵は「10Gスイッチ」

　HCI にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。その1つに「コスト」が挙げられます。ここでHCI に必要なコンポー

ネントについて整理してみましょう。HCI を構成するコンポーネントは以下の3つです。

　① サーバーノード（CPU、メモリ、ディスク（SSD）等）

　② 各 HCI で必要なソフトウェアライセンス（SDS）

　③ 10Gスイッチ

　メリットの1つとして挙げたとおり、HCI はスモールスタートが可能なため、従来の構成に比べて初期費用を抑えられます。しかし、劇的

に抑えられる訳ではなく、 “それなり”にコストはかかってしまいます。その要因の1つが、③に挙げた「10Gスイッチ」です。サーバーノー

ドおよび SDSは、サーバーもしくはVDI の数量、必要なスペックに応じて台数およびライセンス数が算出されます。そのため、IAサーバー

の機能面ではメーカーによって多少の差はあるものの、価格差はほぼありません。

　では、10Gスイッチはどうでしょうか。HCIを提供しているベンダーの多くが、パフォーマンスを確保するために、各サーバー間を10Gスイッ

チへ接続することを基本としており、ファイバーケーブルを接続するような10GBASE-SR に対応している 10Gスイッチが主流です。しかし、

10GBASE-SR に対応しているスイッチは、筐体自体も高価な上に、SFPモジュールやファイバーケーブルも必要なため、「10Gスイッチはま

だまだ高価」という印象が拭えません。そこで、SFPモジュールも不要かつファイバーケーブルより安価な LANケーブルを使用する

10GBASE-T のスイッチでもHCI 環境で十分なパフォーマンスが発揮できれば、HCI の導入コストを抑えられるのではないでしょうか。

　今回は、10GBASE-SR に対応するスイッチを主力製品とするベンダーが多い中、10GBASE-T に対応するスイッチを主力製品としている

NETGEAR社のスマートスイッチを例に、その実力を検証してみました。

10Gスイッチの選び方次第で、HCI の導入コストが抑えられる？4

NETGEAR社のスマートスイッチなら10万円台から始められる！その実力とは？

　今回検証するNETGEAR社のスマートスイッチ（以下、NETGEARスイッチ）は、他社製品と比較しても、中堅 /中小企業向けのHCI 環境

に最適なラインアップが非常に充実しており、小規模から始める場合に価格面でのメリットが期待できる製品です。

　今回はVMware Virtual SAN （以下、vSAN）環境で、NETGEARスイッチの機能検証を実施しました。検証した際の構成は、以下のとお

りとなります。
【物理構成図】

　各サーバーの10G Port（NIC）にイーサネットケーブルを接続し、冗長化構成としています。

【ネットワーク詳細図】

　一般的な仮想環境のネットワーク構成とし、各サーバーの1～ 4Port からサービス用ネットワークへ接続される想定です。5, 6Port は、今

回検証する SDS用のネットワークとして10G（speed）を使用します。

　なお、各サーバーのディスクはハイブリット構成ですが、IO処理は SSDを指定、NIC は 10G（speed）に、MTUのフレーム数は 9000

で統一しています。（※通常MTUはデフォルト 1500です。設定を変更する際は、VM環境内のドライバ設定および vSwitch 設定が必要と

なります。）

　今回実施した試験項目は以下のとおりです。各障害試験および、バックアップ／リストア機能試験については、実際の運用を想定した検証

を実施しています。

　① ベンチマーク試験

　② 高負荷試験

　③ NIC 障害試験

　④ スイッチ障害試験

　⑤ バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　  ベンチマーク試験

　今回、ストレージのデータ転送速度を測定できるベンチマークソフトCrystalDiskMark を使用します。ESXi 上に作成したVM

（Windows）より CrystalDiskMark を使用して bps を取得し、NETGEARスイッチを経由する場合と経由しない場合で検証を実施。

NETGEARスイッチがボトルネックになるかどうかを確認しました。

【試験方法】

・  試験回数：5回（その結果から処理速度の平均値を取得）
・  転送するデータ容量：1GB
・  フォルダ選択は、NETGEARスイッチ経由先のVM（Windows）配下のフォルダを選択 ※VM(Windows) 同士でファイル共有できている
ことが前提です。

　なお、NETGEARスイッチを経由しない場合については、何の障害もないため最もパフォーマンスが高いと想定される、同一サーバー内でデー

タを転送した際の速度を計測しています。

【試験結果】

　4K ランダムWrite にて、約 30MB/s 程 NETGEARスイッチを経由しない場合の処理の方が優れていましたが、総合的に Sequence write 

約 4Gbps、4K write 約 2.2Gbps を記録しており、明確な差はありませんでした。したがって、単体処理においてNETGEARスイッチがボ

トルネックになることはなく、高速転送が可能と判断できます。

　  高負荷試験

　ESXi 上に作成したVM(Cent OS 7) 3 台より 10Mbps のテストデータを複数同時実行して高負荷を与え、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=10M count=2000 … ×9

【試験方法】

・  共有ファイルサーバー (NFS) を構築し、マウント実施後にテストデータを送信
・  OSのセキュリティ、ファイアウォール設定は全て無効

【データ送信イメージ】
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　最大転送速度 約 9.6Gbps という結果になりました。通信のアップダウンも滑らかで、安定した通信が可能と判断できます。また、複数ユー

ザーが同時にGb単位のデータ転送をしたとしても、余力を残して高速転送ができると言えるでしょう。

　  NIC 障害

　4K write を継続処理させた状態で LANケーブルを抜線し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=4K count=10M

【試験方法】

　1. テストデータを送信

　　 ※テストデータのOUT先は、NETGEARスイッチを経由した先のVM(Cent7) をマウント

　2. 1. の処理中に、ESXi1 号機の“Uplink1 Active”の LANケーブルを抜線

　3. フェイルオーバー時の処理速度を観測

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NIC 障害によるフェイルオーバー時も1.4Gbps 以上の通信速度を記録。抜線後、フェイルオーバー

が瞬時に動作し、約10秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはなく、NETGEARスイッチは耐障

害性に問題ないと判断できます。

　  スイッチ障害

　4K write を継続処理させた状態でNETGEAR1号機を停止し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。
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バー開始から約40秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはく、片系のスイッチ障害に耐えうる実

運用レベルのスイッチであると判断できます。

　  バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　NETGEARスイッチには、USB メモリーにスイッチのConfig設定を外部出力できる機能があり、USBメモリーに保存したConfig設定を

スイッチにインポートすることも可能です。今回はスイッチが故障した場合を想定し、交換用のスイッチへConfig設定をリストア／復旧さ

せる試験を実施します。

【試験方法】
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　2. サーバーからケーブルを抜線

　3. スイッチ間で接続しているケーブルを抜線

　4. スイッチの設定を工場出荷時の状態に初期化
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　6. スイッチ間で接続しているケーブルを接続

　7. 4K write を ESXi1 号機から負荷をかけ続ける

　8. サーバーとスイッチ間のケーブルを接続

　9. フェイルバックされていることを確認

【検証結果】

　正常復旧しているか判断するために以下の項目を確認します。

　　

　　　■ 確認項目
　　　1. 設定が正しくインポートされているか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後 LACPが元通りに設定され、スイッチ同士を接続するとネゴシエーションが始まり、正常にチーミング接続ができ

　　　　ていることを確認

　　　2. リストア後にスイッチを接続した際、vSANネットワークが正しく復旧されるか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後、チーミング接続が実施されたスイッチとサーバーを接続したところ、即時にフェイルバックが開始されたことを

　　　　確認

　　　3. リストア後のパフォーマンスに影響はないか

　　　　[結果 ]

　　　　フェイルバック後に明確なパフォーマンス劣化は見られなかった

　以上より、USBメモリーを使ったポート設定のバックアップ&リストアは正常に実行されたと判断でき、NETGEARスイッチのバックアッ

プ／リストア機能には問題がないと言えます。

　  まとめ

　以上の機能検証の結果から、NETGEARスイッチは、HCI 環境で利用するスイッチとして十分なパフォーマンスを発揮し、実運用に耐えら

れると判断できます。

　HCI を導入する際、既存環境で利用されている10GBASE-T に対応するスイッチの空きポートにサーバーを接続すれば、既存の資産を有効

活用できるのでは？とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、既存環境で利用しているスイッチの空きポートを利用

する場合は、既存環境への影響の確認や設定変更などが必要となり、余計にコストがかかってしまう可能性があります。特に、設定変更は、

既存のネットワーク環境に影響を及ぼす可能性も十分に考慮しなければなりません。また、一つのスイッチにさまざまなシステムが相乗りす

ることで、障害時の切り分けや影響の特定を判明しにくくなります。しかし、HCI 環境用に専用スイッチを導入すれば、これらの懸念は無く

なりますので、HCI 導入時は、専用の 10Gスイッチを用意することをお勧めします。

　大抵の場合、HCI はサーバーノード 3台から（4台推奨）という構成のため、接続する10Gスイッチは 8ポートでも十分対応できます。

NETGEARスイッチはラインアップが豊富で、小規模環境からのミニマムスタートする場合も、最適な10Gスイッチを選択できます。必要に

応じて拡張することで、高い費用対効果が期待できるでしょう。

　S&I は、VMware 製品を中心にサーバー、クライアント仮想化において、仮想化創成期から多くの実績があります。新規環境の構築や仮想

マシンの移行など、お客様のご要件に応じて最適なプランのご提案から構築・運用までトータルでご支援いたします。
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　なぜ、今HCI を採用する企業が増えているのか？

　従来は、サーバ＋SAN（iSCSI 等）スイッチ＋外部ストレージからなる「3Tier」と呼ばれる構成が主流でしたが、管理 /障害ポイントが複

数あるため、障害切り分けの煩雑さなどが課題とされていました。一方、HCI は、Software Defined Storage（以下、SDS）技術により各

内部ストレージを共有ストレージのように使うことで、スイッチと外部ストレージを排除。構成がシンプルになったことで、運用コストの軽

減が可能です。さらに、最小構成から始めて、状況に応じて柔軟に拡張できることも、多くの企業がHCI を導入する理由の 1つでしょう。

HCI の導入コスト抑制の鍵は「10Gスイッチ」

　HCI にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。その1つに「コスト」が挙げられます。ここでHCI に必要なコンポー

ネントについて整理してみましょう。HCI を構成するコンポーネントは以下の3つです。

　① サーバーノード（CPU、メモリ、ディスク（SSD）等）

　② 各 HCI で必要なソフトウェアライセンス（SDS）

　③ 10Gスイッチ

　メリットの1つとして挙げたとおり、HCI はスモールスタートが可能なため、従来の構成に比べて初期費用を抑えられます。しかし、劇的

に抑えられる訳ではなく、 “それなり”にコストはかかってしまいます。その要因の1つが、③に挙げた「10Gスイッチ」です。サーバーノー

ドおよび SDSは、サーバーもしくはVDI の数量、必要なスペックに応じて台数およびライセンス数が算出されます。そのため、IAサーバー

の機能面ではメーカーによって多少の差はあるものの、価格差はほぼありません。

　では、10Gスイッチはどうでしょうか。HCIを提供しているベンダーの多くが、パフォーマンスを確保するために、各サーバー間を10Gスイッ

チへ接続することを基本としており、ファイバーケーブルを接続するような10GBASE-SR に対応している 10Gスイッチが主流です。しかし、

10GBASE-SR に対応しているスイッチは、筐体自体も高価な上に、SFPモジュールやファイバーケーブルも必要なため、「10Gスイッチはま

だまだ高価」という印象が拭えません。そこで、SFPモジュールも不要かつファイバーケーブルより安価な LANケーブルを使用する

10GBASE-T のスイッチでもHCI 環境で十分なパフォーマンスが発揮できれば、HCI の導入コストを抑えられるのではないでしょうか。

　今回は、10GBASE-SR に対応するスイッチを主力製品とするベンダーが多い中、10GBASE-T に対応するスイッチを主力製品としている

NETGEAR社のスマートスイッチを例に、その実力を検証してみました。

10万円台から提供されるNETGEARのスマートスイッチの性能を徹底検証 5

NETGEAR社のスマートスイッチなら10万円台から始められる！その実力とは？

　今回検証するNETGEAR社のスマートスイッチ（以下、NETGEARスイッチ）は、他社製品と比較しても、中堅 /中小企業向けのHCI 環境

に最適なラインアップが非常に充実しており、小規模から始める場合に価格面でのメリットが期待できる製品です。

　今回はVMware Virtual SAN （以下、vSAN）環境で、NETGEARスイッチの機能検証を実施しました。検証した際の構成は、以下のとお

りとなります。
【物理構成図】

　各サーバーの10G Port（NIC）にイーサネットケーブルを接続し、冗長化構成としています。

【ネットワーク詳細図】

　一般的な仮想環境のネットワーク構成とし、各サーバーの1～ 4Port からサービス用ネットワークへ接続される想定です。5, 6Port は、今

回検証する SDS用のネットワークとして10G（speed）を使用します。

　なお、各サーバーのディスクはハイブリット構成ですが、IO処理は SSDを指定、NIC は 10G（speed）に、MTUのフレーム数は 9000

で統一しています。（※通常MTUはデフォルト 1500です。設定を変更する際は、VM環境内のドライバ設定および vSwitch 設定が必要と

なります。）

　今回実施した試験項目は以下のとおりです。各障害試験および、バックアップ／リストア機能試験については、実際の運用を想定した検証

を実施しています。

　① ベンチマーク試験

　② 高負荷試験

　③ NIC 障害試験

　④ スイッチ障害試験

　⑤ バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　  ベンチマーク試験

　今回、ストレージのデータ転送速度を測定できるベンチマークソフトCrystalDiskMark を使用します。ESXi 上に作成したVM

（Windows）より CrystalDiskMark を使用して bps を取得し、NETGEARスイッチを経由する場合と経由しない場合で検証を実施。

NETGEARスイッチがボトルネックになるかどうかを確認しました。

【試験方法】

・  試験回数：5回（その結果から処理速度の平均値を取得）
・  転送するデータ容量：1GB
・  フォルダ選択は、NETGEARスイッチ経由先のVM（Windows）配下のフォルダを選択 ※VM(Windows) 同士でファイル共有できている
ことが前提です。

　なお、NETGEARスイッチを経由しない場合については、何の障害もないため最もパフォーマンスが高いと想定される、同一サーバー内でデー

タを転送した際の速度を計測しています。

【試験結果】

　4K ランダムWrite にて、約 30MB/s 程 NETGEARスイッチを経由しない場合の処理の方が優れていましたが、総合的に Sequence write 

約 4Gbps、4K write 約 2.2Gbps を記録しており、明確な差はありませんでした。したがって、単体処理においてNETGEARスイッチがボ

トルネックになることはなく、高速転送が可能と判断できます。

　  高負荷試験

　ESXi 上に作成したVM(Cent OS 7) 3 台より 10Mbps のテストデータを複数同時実行して高負荷を与え、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=10M count=2000 … ×9

【試験方法】

・  共有ファイルサーバー (NFS) を構築し、マウント実施後にテストデータを送信
・  OSのセキュリティ、ファイアウォール設定は全て無効

【データ送信イメージ】

【試験結果】

　最大転送速度 約 9.6Gbps という結果になりました。通信のアップダウンも滑らかで、安定した通信が可能と判断できます。また、複数ユー

ザーが同時にGb単位のデータ転送をしたとしても、余力を残して高速転送ができると言えるでしょう。

　  NIC 障害

　4K write を継続処理させた状態で LANケーブルを抜線し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=4K count=10M

【試験方法】

　1. テストデータを送信

　　 ※テストデータのOUT先は、NETGEARスイッチを経由した先のVM(Cent7) をマウント

　2. 1. の処理中に、ESXi1 号機の“Uplink1 Active”の LANケーブルを抜線

　3. フェイルオーバー時の処理速度を観測

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NIC 障害によるフェイルオーバー時も1.4Gbps 以上の通信速度を記録。抜線後、フェイルオーバー

が瞬時に動作し、約10秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはなく、NETGEARスイッチは耐障

害性に問題ないと判断できます。

　  スイッチ障害

　4K write を継続処理させた状態でNETGEAR1号機を停止し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【試験方法】

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NETGEARスイッチ障害によるフェイルオーバー時でも1.5Gbps以上の通信速度を記録。フェイルオー

バー開始から約40秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはく、片系のスイッチ障害に耐えうる実

運用レベルのスイッチであると判断できます。

　  バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　NETGEARスイッチには、USB メモリーにスイッチのConfig設定を外部出力できる機能があり、USBメモリーに保存したConfig設定を

スイッチにインポートすることも可能です。今回はスイッチが故障した場合を想定し、交換用のスイッチへConfig設定をリストア／復旧さ

せる試験を実施します。

【試験方法】
　1. Config設定をUSB メモリーに保存

　2. サーバーからケーブルを抜線

　3. スイッチ間で接続しているケーブルを抜線

　4. スイッチの設定を工場出荷時の状態に初期化

　5. 1. で保存したConfig設定をスイッチにリストア

　6. スイッチ間で接続しているケーブルを接続

　7. 4K write を ESXi1 号機から負荷をかけ続ける

　8. サーバーとスイッチ間のケーブルを接続

　9. フェイルバックされていることを確認

【検証結果】

　正常復旧しているか判断するために以下の項目を確認します。

　　

　　　■ 確認項目
　　　1. 設定が正しくインポートされているか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後 LACPが元通りに設定され、スイッチ同士を接続するとネゴシエーションが始まり、正常にチーミング接続ができ

　　　　ていることを確認

　　　2. リストア後にスイッチを接続した際、vSANネットワークが正しく復旧されるか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後、チーミング接続が実施されたスイッチとサーバーを接続したところ、即時にフェイルバックが開始されたことを

　　　　確認

　　　3. リストア後のパフォーマンスに影響はないか

　　　　[結果 ]

　　　　フェイルバック後に明確なパフォーマンス劣化は見られなかった

　以上より、USBメモリーを使ったポート設定のバックアップ&リストアは正常に実行されたと判断でき、NETGEARスイッチのバックアッ

プ／リストア機能には問題がないと言えます。

　  まとめ

　以上の機能検証の結果から、NETGEARスイッチは、HCI 環境で利用するスイッチとして十分なパフォーマンスを発揮し、実運用に耐えら

れると判断できます。

　HCI を導入する際、既存環境で利用されている10GBASE-T に対応するスイッチの空きポートにサーバーを接続すれば、既存の資産を有効

活用できるのでは？とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、既存環境で利用しているスイッチの空きポートを利用

する場合は、既存環境への影響の確認や設定変更などが必要となり、余計にコストがかかってしまう可能性があります。特に、設定変更は、

既存のネットワーク環境に影響を及ぼす可能性も十分に考慮しなければなりません。また、一つのスイッチにさまざまなシステムが相乗りす

ることで、障害時の切り分けや影響の特定を判明しにくくなります。しかし、HCI 環境用に専用スイッチを導入すれば、これらの懸念は無く

なりますので、HCI 導入時は、専用の 10Gスイッチを用意することをお勧めします。

　大抵の場合、HCI はサーバーノード 3台から（4台推奨）という構成のため、接続する10Gスイッチは 8ポートでも十分対応できます。

NETGEARスイッチはラインアップが豊富で、小規模環境からのミニマムスタートする場合も、最適な10Gスイッチを選択できます。必要に

応じて拡張することで、高い費用対効果が期待できるでしょう。

　S&I は、VMware 製品を中心にサーバー、クライアント仮想化において、仮想化創成期から多くの実績があります。新規環境の構築や仮想

マシンの移行など、お客様のご要件に応じて最適なプランのご提案から構築・運用までトータルでご支援いたします。
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　なぜ、今HCI を採用する企業が増えているのか？

　従来は、サーバ＋SAN（iSCSI 等）スイッチ＋外部ストレージからなる「3Tier」と呼ばれる構成が主流でしたが、管理 /障害ポイントが複

数あるため、障害切り分けの煩雑さなどが課題とされていました。一方、HCI は、Software Defined Storage（以下、SDS）技術により各

内部ストレージを共有ストレージのように使うことで、スイッチと外部ストレージを排除。構成がシンプルになったことで、運用コストの軽

減が可能です。さらに、最小構成から始めて、状況に応じて柔軟に拡張できることも、多くの企業がHCI を導入する理由の 1つでしょう。

HCI の導入コスト抑制の鍵は「10Gスイッチ」

　HCI にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。その1つに「コスト」が挙げられます。ここでHCI に必要なコンポー

ネントについて整理してみましょう。HCI を構成するコンポーネントは以下の3つです。

　① サーバーノード（CPU、メモリ、ディスク（SSD）等）

　② 各 HCI で必要なソフトウェアライセンス（SDS）

　③ 10Gスイッチ

　メリットの1つとして挙げたとおり、HCI はスモールスタートが可能なため、従来の構成に比べて初期費用を抑えられます。しかし、劇的

に抑えられる訳ではなく、 “それなり”にコストはかかってしまいます。その要因の1つが、③に挙げた「10Gスイッチ」です。サーバーノー

ドおよび SDSは、サーバーもしくはVDI の数量、必要なスペックに応じて台数およびライセンス数が算出されます。そのため、IAサーバー

の機能面ではメーカーによって多少の差はあるものの、価格差はほぼありません。

　では、10Gスイッチはどうでしょうか。HCIを提供しているベンダーの多くが、パフォーマンスを確保するために、各サーバー間を10Gスイッ

チへ接続することを基本としており、ファイバーケーブルを接続するような10GBASE-SR に対応している 10Gスイッチが主流です。しかし、

10GBASE-SR に対応しているスイッチは、筐体自体も高価な上に、SFPモジュールやファイバーケーブルも必要なため、「10Gスイッチはま

だまだ高価」という印象が拭えません。そこで、SFPモジュールも不要かつファイバーケーブルより安価な LANケーブルを使用する

10GBASE-T のスイッチでもHCI 環境で十分なパフォーマンスが発揮できれば、HCI の導入コストを抑えられるのではないでしょうか。

　今回は、10GBASE-SR に対応するスイッチを主力製品とするベンダーが多い中、10GBASE-T に対応するスイッチを主力製品としている

NETGEAR社のスマートスイッチを例に、その実力を検証してみました。

10Gスイッチの選び方次第で、HCI の導入コストが抑えられる？6

NETGEAR社のスマートスイッチなら10万円台から始められる！その実力とは？

　今回検証するNETGEAR社のスマートスイッチ（以下、NETGEARスイッチ）は、他社製品と比較しても、中堅 /中小企業向けのHCI 環境

に最適なラインアップが非常に充実しており、小規模から始める場合に価格面でのメリットが期待できる製品です。

　今回はVMware Virtual SAN （以下、vSAN）環境で、NETGEARスイッチの機能検証を実施しました。検証した際の構成は、以下のとお

りとなります。
【物理構成図】

　各サーバーの10G Port（NIC）にイーサネットケーブルを接続し、冗長化構成としています。

【ネットワーク詳細図】

　一般的な仮想環境のネットワーク構成とし、各サーバーの1～ 4Port からサービス用ネットワークへ接続される想定です。5, 6Port は、今

回検証する SDS用のネットワークとして 10G（speed）を使用します。

　なお、各サーバーのディスクはハイブリット構成ですが、IO処理は SSDを指定、NIC は 10G（speed）に、MTUのフレーム数は 9000

で統一しています。（※通常MTUはデフォルト 1500です。設定を変更する際は、VM環境内のドライバ設定および vSwitch 設定が必要と

なります。）

　今回実施した試験項目は以下のとおりです。各障害試験および、バックアップ／リストア機能試験については、実際の運用を想定した検証

を実施しています。

　① ベンチマーク試験

　② 高負荷試験

　③ NIC 障害試験

　④ スイッチ障害試験

　⑤ バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　  ベンチマーク試験

　今回、ストレージのデータ転送速度を測定できるベンチマークソフトCrystalDiskMark を使用します。ESXi 上に作成したVM

（Windows）より CrystalDiskMark を使用して bps を取得し、NETGEARスイッチを経由する場合と経由しない場合で検証を実施。

NETGEARスイッチがボトルネックになるかどうかを確認しました。

【試験方法】

・  試験回数：5回（その結果から処理速度の平均値を取得）
・  転送するデータ容量：1GB
・  フォルダ選択は、NETGEARスイッチ経由先のVM（Windows）配下のフォルダを選択 ※VM(Windows) 同士でファイル共有できている
ことが前提です。

　なお、NETGEARスイッチを経由しない場合については、何の障害もないため最もパフォーマンスが高いと想定される、同一サーバー内でデー

タを転送した際の速度を計測しています。

【試験結果】

　4K ランダムWrite にて、約 30MB/s 程 NETGEARスイッチを経由しない場合の処理の方が優れていましたが、総合的に Sequence write 

約 4Gbps、4K write 約 2.2Gbps を記録しており、明確な差はありませんでした。したがって、単体処理においてNETGEARスイッチがボ

トルネックになることはなく、高速転送が可能と判断できます。

　  高負荷試験

　ESXi 上に作成したVM(Cent OS 7) 3 台より 10Mbps のテストデータを複数同時実行して高負荷を与え、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=10M count=2000 … ×9

【試験方法】

・  共有ファイルサーバー (NFS) を構築し、マウント実施後にテストデータを送信
・  OSのセキュリティ、ファイアウォール設定は全て無効

【データ送信イメージ】

【試験結果】

　最大転送速度 約 9.6Gbps という結果になりました。通信のアップダウンも滑らかで、安定した通信が可能と判断できます。また、複数ユー

ザーが同時にGb単位のデータ転送をしたとしても、余力を残して高速転送ができると言えるでしょう。

　  NIC 障害

　4K write を継続処理させた状態で LANケーブルを抜線し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=4K count=10M

【試験方法】

　1. テストデータを送信

　　 ※テストデータのOUT先は、NETGEARスイッチを経由した先のVM(Cent7) をマウント

　2. 1. の処理中に、ESXi1 号機の“Uplink1 Active”の LANケーブルを抜線

　3. フェイルオーバー時の処理速度を観測

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NIC 障害によるフェイルオーバー時も1.4Gbps 以上の通信速度を記録。抜線後、フェイルオーバー

が瞬時に動作し、約10秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはなく、NETGEARスイッチは耐障

害性に問題ないと判断できます。

　  スイッチ障害

　4K write を継続処理させた状態でNETGEAR1号機を停止し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【試験方法】

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NETGEARスイッチ障害によるフェイルオーバー時でも1.5Gbps以上の通信速度を記録。フェイルオー

バー開始から約40秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはく、片系のスイッチ障害に耐えうる実

運用レベルのスイッチであると判断できます。

　  バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　NETGEARスイッチには、USB メモリーにスイッチのConfig設定を外部出力できる機能があり、USBメモリーに保存したConfig設定を

スイッチにインポートすることも可能です。今回はスイッチが故障した場合を想定し、交換用のスイッチへConfig設定をリストア／復旧さ

せる試験を実施します。

【試験方法】
　1. Config設定をUSB メモリーに保存

　2. サーバーからケーブルを抜線

　3. スイッチ間で接続しているケーブルを抜線

　4. スイッチの設定を工場出荷時の状態に初期化

　5. 1. で保存したConfig設定をスイッチにリストア

　6. スイッチ間で接続しているケーブルを接続

　7. 4K write を ESXi1 号機から負荷をかけ続ける

　8. サーバーとスイッチ間のケーブルを接続

　9. フェイルバックされていることを確認

【検証結果】

　正常復旧しているか判断するために以下の項目を確認します。

　　

　　　■ 確認項目
　　　1. 設定が正しくインポートされているか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後 LACPが元通りに設定され、スイッチ同士を接続するとネゴシエーションが始まり、正常にチーミング接続ができ

　　　　ていることを確認

　　　2. リストア後にスイッチを接続した際、vSANネットワークが正しく復旧されるか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後、チーミング接続が実施されたスイッチとサーバーを接続したところ、即時にフェイルバックが開始されたことを

　　　　確認

　　　3. リストア後のパフォーマンスに影響はないか

　　　　[結果 ]

　　　　フェイルバック後に明確なパフォーマンス劣化は見られなかった

　以上より、USBメモリーを使ったポート設定のバックアップ&リストアは正常に実行されたと判断でき、NETGEARスイッチのバックアッ

プ／リストア機能には問題がないと言えます。

　  まとめ

　以上の機能検証の結果から、NETGEARスイッチは、HCI 環境で利用するスイッチとして十分なパフォーマンスを発揮し、実運用に耐えら

れると判断できます。

　HCI を導入する際、既存環境で利用されている10GBASE-T に対応するスイッチの空きポートにサーバーを接続すれば、既存の資産を有効

活用できるのでは？とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、既存環境で利用しているスイッチの空きポートを利用

する場合は、既存環境への影響の確認や設定変更などが必要となり、余計にコストがかかってしまう可能性があります。特に、設定変更は、

既存のネットワーク環境に影響を及ぼす可能性も十分に考慮しなければなりません。また、一つのスイッチにさまざまなシステムが相乗りす

ることで、障害時の切り分けや影響の特定を判明しにくくなります。しかし、HCI 環境用に専用スイッチを導入すれば、これらの懸念は無く

なりますので、HCI 導入時は、専用の 10Gスイッチを用意することをお勧めします。

　大抵の場合、HCI はサーバーノード 3台から（4台推奨）という構成のため、接続する10Gスイッチは 8ポートでも十分対応できます。

NETGEARスイッチはラインアップが豊富で、小規模環境からのミニマムスタートする場合も、最適な10Gスイッチを選択できます。必要に

応じて拡張することで、高い費用対効果が期待できるでしょう。

　S&I は、VMware 製品を中心にサーバー、クライアント仮想化において、仮想化創成期から多くの実績があります。新規環境の構築や仮想

マシンの移行など、お客様のご要件に応じて最適なプランのご提案から構築・運用までトータルでご支援いたします。
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　なぜ、今HCI を採用する企業が増えているのか？

　従来は、サーバ＋SAN（iSCSI 等）スイッチ＋外部ストレージからなる「3Tier」と呼ばれる構成が主流でしたが、管理 /障害ポイントが複

数あるため、障害切り分けの煩雑さなどが課題とされていました。一方、HCI は、Software Defined Storage（以下、SDS）技術により各

内部ストレージを共有ストレージのように使うことで、スイッチと外部ストレージを排除。構成がシンプルになったことで、運用コストの軽

減が可能です。さらに、最小構成から始めて、状況に応じて柔軟に拡張できることも、多くの企業がHCI を導入する理由の 1つでしょう。

HCI の導入コスト抑制の鍵は「10Gスイッチ」

　HCI にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。その1つに「コスト」が挙げられます。ここでHCI に必要なコンポー

ネントについて整理してみましょう。HCI を構成するコンポーネントは以下の3つです。

　① サーバーノード（CPU、メモリ、ディスク（SSD）等）

　② 各 HCI で必要なソフトウェアライセンス（SDS）

　③ 10Gスイッチ

　メリットの1つとして挙げたとおり、HCI はスモールスタートが可能なため、従来の構成に比べて初期費用を抑えられます。しかし、劇的

に抑えられる訳ではなく、 “それなり”にコストはかかってしまいます。その要因の1つが、③に挙げた「10Gスイッチ」です。サーバーノー

ドおよび SDSは、サーバーもしくはVDI の数量、必要なスペックに応じて台数およびライセンス数が算出されます。そのため、IAサーバー

の機能面ではメーカーによって多少の差はあるものの、価格差はほぼありません。

　では、10Gスイッチはどうでしょうか。HCIを提供しているベンダーの多くが、パフォーマンスを確保するために、各サーバー間を10Gスイッ

チへ接続することを基本としており、ファイバーケーブルを接続するような10GBASE-SR に対応している 10Gスイッチが主流です。しかし、

10GBASE-SR に対応しているスイッチは、筐体自体も高価な上に、SFPモジュールやファイバーケーブルも必要なため、「10Gスイッチはま

だまだ高価」という印象が拭えません。そこで、SFPモジュールも不要かつファイバーケーブルより安価な LANケーブルを使用する

10GBASE-T のスイッチでもHCI 環境で十分なパフォーマンスが発揮できれば、HCI の導入コストを抑えられるのではないでしょうか。

　今回は、10GBASE-SR に対応するスイッチを主力製品とするベンダーが多い中、10GBASE-T に対応するスイッチを主力製品としている

NETGEAR社のスマートスイッチを例に、その実力を検証してみました。
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NETGEAR社のスマートスイッチなら10万円台から始められる！その実力とは？

　今回検証するNETGEAR社のスマートスイッチ（以下、NETGEARスイッチ）は、他社製品と比較しても、中堅 /中小企業向けのHCI 環境

に最適なラインアップが非常に充実しており、小規模から始める場合に価格面でのメリットが期待できる製品です。

　今回はVMware Virtual SAN （以下、vSAN）環境で、NETGEARスイッチの機能検証を実施しました。検証した際の構成は、以下のとお

りとなります。
【物理構成図】

　各サーバーの10G Port（NIC）にイーサネットケーブルを接続し、冗長化構成としています。

【ネットワーク詳細図】

　一般的な仮想環境のネットワーク構成とし、各サーバーの1～ 4Port からサービス用ネットワークへ接続される想定です。5, 6Port は、今

回検証する SDS用のネットワークとして 10G（speed）を使用します。

　なお、各サーバーのディスクはハイブリット構成ですが、IO処理は SSDを指定、NIC は 10G（speed）に、MTUのフレーム数は 9000

で統一しています。（※通常MTUはデフォルト 1500です。設定を変更する際は、VM環境内のドライバ設定および vSwitch 設定が必要と

なります。）

　今回実施した試験項目は以下のとおりです。各障害試験および、バックアップ／リストア機能試験については、実際の運用を想定した検証

を実施しています。

　① ベンチマーク試験

　② 高負荷試験

　③ NIC 障害試験

　④ スイッチ障害試験

　⑤ バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　  ベンチマーク試験

　今回、ストレージのデータ転送速度を測定できるベンチマークソフトCrystalDiskMark を使用します。ESXi 上に作成したVM

（Windows）より CrystalDiskMark を使用して bps を取得し、NETGEARスイッチを経由する場合と経由しない場合で検証を実施。

NETGEARスイッチがボトルネックになるかどうかを確認しました。

【試験方法】

・  試験回数：5回（その結果から処理速度の平均値を取得）
・  転送するデータ容量：1GB
・  フォルダ選択は、NETGEARスイッチ経由先のVM（Windows）配下のフォルダを選択 ※VM(Windows) 同士でファイル共有できている
ことが前提です。

　なお、NETGEARスイッチを経由しない場合については、何の障害もないため最もパフォーマンスが高いと想定される、同一サーバー内でデー

タを転送した際の速度を計測しています。

【試験結果】

　4K ランダムWrite にて、約 30MB/s 程 NETGEARスイッチを経由しない場合の処理の方が優れていましたが、総合的に Sequence write 

約 4Gbps、4K write 約 2.2Gbps を記録しており、明確な差はありませんでした。したがって、単体処理においてNETGEARスイッチがボ

トルネックになることはなく、高速転送が可能と判断できます。

　  高負荷試験

　ESXi 上に作成したVM(Cent OS 7) 3 台より 10Mbps のテストデータを複数同時実行して高負荷を与え、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=10M count=2000 … ×9

【試験方法】

・  共有ファイルサーバー (NFS) を構築し、マウント実施後にテストデータを送信
・  OSのセキュリティ、ファイアウォール設定は全て無効

【データ送信イメージ】

【試験結果】

　最大転送速度 約 9.6Gbps という結果になりました。通信のアップダウンも滑らかで、安定した通信が可能と判断できます。また、複数ユー

ザーが同時にGb単位のデータ転送をしたとしても、余力を残して高速転送ができると言えるでしょう。

　  NIC 障害

　4K write を継続処理させた状態で LANケーブルを抜線し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=4K count=10M

【試験方法】

　1. テストデータを送信

　　 ※テストデータのOUT先は、NETGEARスイッチを経由した先のVM(Cent7) をマウント

　2. 1. の処理中に、ESXi1 号機の“Uplink1 Active”の LANケーブルを抜線

　3. フェイルオーバー時の処理速度を観測

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NIC 障害によるフェイルオーバー時も1.4Gbps 以上の通信速度を記録。抜線後、フェイルオーバー

が瞬時に動作し、約10秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはなく、NETGEARスイッチは耐障

害性に問題ないと判断できます。

　  スイッチ障害

　4K write を継続処理させた状態でNETGEAR1号機を停止し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【試験方法】

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NETGEARスイッチ障害によるフェイルオーバー時でも1.5Gbps以上の通信速度を記録。フェイルオー

バー開始から約40秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはく、片系のスイッチ障害に耐えうる実

運用レベルのスイッチであると判断できます。

　  バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　NETGEARスイッチには、USB メモリーにスイッチのConfig設定を外部出力できる機能があり、USBメモリーに保存したConfig設定を

スイッチにインポートすることも可能です。今回はスイッチが故障した場合を想定し、交換用のスイッチへConfig設定をリストア／復旧さ

せる試験を実施します。

【試験方法】
　1. Config設定をUSB メモリーに保存

　2. サーバーからケーブルを抜線

　3. スイッチ間で接続しているケーブルを抜線

　4. スイッチの設定を工場出荷時の状態に初期化

　5. 1. で保存したConfig設定をスイッチにリストア

　6. スイッチ間で接続しているケーブルを接続

　7. 4K write を ESXi1 号機から負荷をかけ続ける

　8. サーバーとスイッチ間のケーブルを接続

　9. フェイルバックされていることを確認

【検証結果】

　正常復旧しているか判断するために以下の項目を確認します。

　　

　　　■ 確認項目
　　　1. 設定が正しくインポートされているか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後 LACPが元通りに設定され、スイッチ同士を接続するとネゴシエーションが始まり、正常にチーミング接続ができ

　　　　ていることを確認

　　　2. リストア後にスイッチを接続した際、vSANネットワークが正しく復旧されるか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後、チーミング接続が実施されたスイッチとサーバーを接続したところ、即時にフェイルバックが開始されたことを

　　　　確認

　　　3. リストア後のパフォーマンスに影響はないか

　　　　[結果 ]

　　　　フェイルバック後に明確なパフォーマンス劣化は見られなかった

　以上より、USBメモリーを使ったポート設定のバックアップ&リストアは正常に実行されたと判断でき、NETGEARスイッチのバックアッ

プ／リストア機能には問題がないと言えます。

　  まとめ

　以上の機能検証の結果から、NETGEARスイッチは、HCI 環境で利用するスイッチとして十分なパフォーマンスを発揮し、実運用に耐えら

れると判断できます。

　HCI を導入する際、既存環境で利用されている10GBASE-T に対応するスイッチの空きポートにサーバーを接続すれば、既存の資産を有効

活用できるのでは？とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、既存環境で利用しているスイッチの空きポートを利用

する場合は、既存環境への影響の確認や設定変更などが必要となり、余計にコストがかかってしまう可能性があります。特に、設定変更は、

既存のネットワーク環境に影響を及ぼす可能性も十分に考慮しなければなりません。また、一つのスイッチにさまざまなシステムが相乗りす

ることで、障害時の切り分けや影響の特定を判明しにくくなります。しかし、HCI 環境用に専用スイッチを導入すれば、これらの懸念は無く

なりますので、HCI 導入時は、専用の 10Gスイッチを用意することをお勧めします。

　大抵の場合、HCI はサーバーノード 3台から（4台推奨）という構成のため、接続する10Gスイッチは 8ポートでも十分対応できます。

NETGEARスイッチはラインアップが豊富で、小規模環境からのミニマムスタートする場合も、最適な10Gスイッチを選択できます。必要に

応じて拡張することで、高い費用対効果が期待できるでしょう。

　S&I は、VMware 製品を中心にサーバー、クライアント仮想化において、仮想化創成期から多くの実績があります。新規環境の構築や仮想

マシンの移行など、お客様のご要件に応じて最適なプランのご提案から構築・運用までトータルでご支援いたします。
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　なぜ、今HCI を採用する企業が増えているのか？

　従来は、サーバ＋SAN（iSCSI 等）スイッチ＋外部ストレージからなる「3Tier」と呼ばれる構成が主流でしたが、管理 /障害ポイントが複

数あるため、障害切り分けの煩雑さなどが課題とされていました。一方、HCI は、Software Defined Storage（以下、SDS）技術により各

内部ストレージを共有ストレージのように使うことで、スイッチと外部ストレージを排除。構成がシンプルになったことで、運用コストの軽

減が可能です。さらに、最小構成から始めて、状況に応じて柔軟に拡張できることも、多くの企業がHCI を導入する理由の 1つでしょう。

HCI の導入コスト抑制の鍵は「10Gスイッチ」

　HCI にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。その1つに「コスト」が挙げられます。ここでHCI に必要なコンポー

ネントについて整理してみましょう。HCI を構成するコンポーネントは以下の3つです。

　① サーバーノード（CPU、メモリ、ディスク（SSD）等）

　② 各 HCI で必要なソフトウェアライセンス（SDS）

　③ 10Gスイッチ

　メリットの1つとして挙げたとおり、HCI はスモールスタートが可能なため、従来の構成に比べて初期費用を抑えられます。しかし、劇的

に抑えられる訳ではなく、 “それなり”にコストはかかってしまいます。その要因の1つが、③に挙げた「10Gスイッチ」です。サーバーノー

ドおよび SDSは、サーバーもしくはVDI の数量、必要なスペックに応じて台数およびライセンス数が算出されます。そのため、IAサーバー

の機能面ではメーカーによって多少の差はあるものの、価格差はほぼありません。

　では、10Gスイッチはどうでしょうか。HCIを提供しているベンダーの多くが、パフォーマンスを確保するために、各サーバー間を10Gスイッ

チへ接続することを基本としており、ファイバーケーブルを接続するような10GBASE-SR に対応している 10Gスイッチが主流です。しかし、

10GBASE-SR に対応しているスイッチは、筐体自体も高価な上に、SFPモジュールやファイバーケーブルも必要なため、「10Gスイッチはま

だまだ高価」という印象が拭えません。そこで、SFPモジュールも不要かつファイバーケーブルより安価な LANケーブルを使用する

10GBASE-T のスイッチでもHCI 環境で十分なパフォーマンスが発揮できれば、HCI の導入コストを抑えられるのではないでしょうか。

　今回は、10GBASE-SR に対応するスイッチを主力製品とするベンダーが多い中、10GBASE-T に対応するスイッチを主力製品としている

NETGEAR社のスマートスイッチを例に、その実力を検証してみました。

10Gスイッチの選び方次第で、HCI の導入コストが抑えられる？8

NETGEAR社のスマートスイッチなら10万円台から始められる！その実力とは？

　今回検証するNETGEAR社のスマートスイッチ（以下、NETGEARスイッチ）は、他社製品と比較しても、中堅 /中小企業向けのHCI 環境

に最適なラインアップが非常に充実しており、小規模から始める場合に価格面でのメリットが期待できる製品です。

　今回はVMware Virtual SAN （以下、vSAN）環境で、NETGEARスイッチの機能検証を実施しました。検証した際の構成は、以下のとお

りとなります。
【物理構成図】

　各サーバーの10G Port（NIC）にイーサネットケーブルを接続し、冗長化構成としています。

【ネットワーク詳細図】

　一般的な仮想環境のネットワーク構成とし、各サーバーの1～ 4Port からサービス用ネットワークへ接続される想定です。5, 6Port は、今

回検証する SDS用のネットワークとして 10G（speed）を使用します。

　なお、各サーバーのディスクはハイブリット構成ですが、IO処理は SSDを指定、NIC は 10G（speed）に、MTUのフレーム数は 9000

で統一しています。（※通常MTUはデフォルト 1500です。設定を変更する際は、VM環境内のドライバ設定および vSwitch 設定が必要と

なります。）

　今回実施した試験項目は以下のとおりです。各障害試験および、バックアップ／リストア機能試験については、実際の運用を想定した検証

を実施しています。

　① ベンチマーク試験

　② 高負荷試験

　③ NIC 障害試験

　④ スイッチ障害試験

　⑤ バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　  ベンチマーク試験

　今回、ストレージのデータ転送速度を測定できるベンチマークソフトCrystalDiskMark を使用します。ESXi 上に作成したVM

（Windows）より CrystalDiskMark を使用して bps を取得し、NETGEARスイッチを経由する場合と経由しない場合で検証を実施。

NETGEARスイッチがボトルネックになるかどうかを確認しました。

【試験方法】

・  試験回数：5回（その結果から処理速度の平均値を取得）
・  転送するデータ容量：1GB
・  フォルダ選択は、NETGEARスイッチ経由先のVM（Windows）配下のフォルダを選択 ※VM(Windows) 同士でファイル共有できている
ことが前提です。

　なお、NETGEARスイッチを経由しない場合については、何の障害もないため最もパフォーマンスが高いと想定される、同一サーバー内でデー

タを転送した際の速度を計測しています。

【試験結果】

　4K ランダムWrite にて、約 30MB/s 程 NETGEARスイッチを経由しない場合の処理の方が優れていましたが、総合的に Sequence write 

約 4Gbps、4K write 約 2.2Gbps を記録しており、明確な差はありませんでした。したがって、単体処理においてNETGEARスイッチがボ

トルネックになることはなく、高速転送が可能と判断できます。

　  高負荷試験

　ESXi 上に作成したVM(Cent OS 7) 3 台より 10Mbps のテストデータを複数同時実行して高負荷を与え、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=10M count=2000 … ×9

【試験方法】

・  共有ファイルサーバー (NFS) を構築し、マウント実施後にテストデータを送信
・  OSのセキュリティ、ファイアウォール設定は全て無効

【データ送信イメージ】

【試験結果】

　最大転送速度 約 9.6Gbps という結果になりました。通信のアップダウンも滑らかで、安定した通信が可能と判断できます。また、複数ユー

ザーが同時にGb単位のデータ転送をしたとしても、余力を残して高速転送ができると言えるでしょう。

　  NIC 障害

　4K write を継続処理させた状態で LANケーブルを抜線し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=4K count=10M

【試験方法】

　1. テストデータを送信

　　 ※テストデータのOUT先は、NETGEARスイッチを経由した先のVM(Cent7) をマウント

　2. 1. の処理中に、ESXi1 号機の“Uplink1 Active”の LANケーブルを抜線

　3. フェイルオーバー時の処理速度を観測

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NIC 障害によるフェイルオーバー時も1.4Gbps 以上の通信速度を記録。抜線後、フェイルオーバー

が瞬時に動作し、約10秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはなく、NETGEARスイッチは耐障

害性に問題ないと判断できます。

　  スイッチ障害

　4K write を継続処理させた状態でNETGEAR1号機を停止し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【試験方法】

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NETGEARスイッチ障害によるフェイルオーバー時でも1.5Gbps以上の通信速度を記録。フェイルオー

バー開始から約40秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはく、片系のスイッチ障害に耐えうる実

運用レベルのスイッチであると判断できます。

　  バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　NETGEARスイッチには、USB メモリーにスイッチのConfig設定を外部出力できる機能があり、USBメモリーに保存したConfig設定を

スイッチにインポートすることも可能です。今回はスイッチが故障した場合を想定し、交換用のスイッチへConfig設定をリストア／復旧さ

せる試験を実施します。

【試験方法】
　1. Config設定をUSB メモリーに保存

　2. サーバーからケーブルを抜線

　3. スイッチ間で接続しているケーブルを抜線

　4. スイッチの設定を工場出荷時の状態に初期化

　5. 1. で保存したConfig設定をスイッチにリストア

　6. スイッチ間で接続しているケーブルを接続

　7. 4K write を ESXi1 号機から負荷をかけ続ける

　8. サーバーとスイッチ間のケーブルを接続

　9. フェイルバックされていることを確認

【検証結果】

　正常復旧しているか判断するために以下の項目を確認します。

　　

　　　■ 確認項目
　　　1. 設定が正しくインポートされているか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後 LACPが元通りに設定され、スイッチ同士を接続するとネゴシエーションが始まり、正常にチーミング接続ができ

　　　　ていることを確認

　　　2. リストア後にスイッチを接続した際、vSANネットワークが正しく復旧されるか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後、チーミング接続が実施されたスイッチとサーバーを接続したところ、即時にフェイルバックが開始されたことを

　　　　確認

　　　3. リストア後のパフォーマンスに影響はないか

　　　　[結果 ]

　　　　フェイルバック後に明確なパフォーマンス劣化は見られなかった

　以上より、USBメモリーを使ったポート設定のバックアップ&リストアは正常に実行されたと判断でき、NETGEARスイッチのバックアッ

プ／リストア機能には問題がないと言えます。

　  まとめ

　以上の機能検証の結果から、NETGEARスイッチは、HCI 環境で利用するスイッチとして十分なパフォーマンスを発揮し、実運用に耐えら

れると判断できます。

　HCI を導入する際、既存環境で利用されている10GBASE-T に対応するスイッチの空きポートにサーバーを接続すれば、既存の資産を有効

活用できるのでは？とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、既存環境で利用しているスイッチの空きポートを利用

する場合は、既存環境への影響の確認や設定変更などが必要となり、余計にコストがかかってしまう可能性があります。特に、設定変更は、

既存のネットワーク環境に影響を及ぼす可能性も十分に考慮しなければなりません。また、一つのスイッチにさまざまなシステムが相乗りす

ることで、障害時の切り分けや影響の特定を判明しにくくなります。しかし、HCI 環境用に専用スイッチを導入すれば、これらの懸念は無く

なりますので、HCI 導入時は、専用の 10Gスイッチを用意することをお勧めします。

　大抵の場合、HCI はサーバーノード 3台から（4台推奨）という構成のため、接続する10Gスイッチは 8ポートでも十分対応できます。

NETGEARスイッチはラインアップが豊富で、小規模環境からのミニマムスタートする場合も、最適な10Gスイッチを選択できます。必要に

応じて拡張することで、高い費用対効果が期待できるでしょう。

　S&I は、VMware 製品を中心にサーバー、クライアント仮想化において、仮想化創成期から多くの実績があります。新規環境の構築や仮想

マシンの移行など、お客様のご要件に応じて最適なプランのご提案から構築・運用までトータルでご支援いたします。
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　なぜ、今HCI を採用する企業が増えているのか？

　従来は、サーバ＋SAN（iSCSI 等）スイッチ＋外部ストレージからなる「3Tier」と呼ばれる構成が主流でしたが、管理 /障害ポイントが複

数あるため、障害切り分けの煩雑さなどが課題とされていました。一方、HCI は、Software Defined Storage（以下、SDS）技術により各

内部ストレージを共有ストレージのように使うことで、スイッチと外部ストレージを排除。構成がシンプルになったことで、運用コストの軽

減が可能です。さらに、最小構成から始めて、状況に応じて柔軟に拡張できることも、多くの企業がHCI を導入する理由の 1つでしょう。

HCI の導入コスト抑制の鍵は「10Gスイッチ」

　HCI にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。その1つに「コスト」が挙げられます。ここでHCI に必要なコンポー

ネントについて整理してみましょう。HCI を構成するコンポーネントは以下の3つです。

　① サーバーノード（CPU、メモリ、ディスク（SSD）等）

　② 各 HCI で必要なソフトウェアライセンス（SDS）

　③ 10Gスイッチ

　メリットの1つとして挙げたとおり、HCI はスモールスタートが可能なため、従来の構成に比べて初期費用を抑えられます。しかし、劇的

に抑えられる訳ではなく、 “それなり”にコストはかかってしまいます。その要因の1つが、③に挙げた「10Gスイッチ」です。サーバーノー

ドおよび SDSは、サーバーもしくはVDI の数量、必要なスペックに応じて台数およびライセンス数が算出されます。そのため、IAサーバー

の機能面ではメーカーによって多少の差はあるものの、価格差はほぼありません。

　では、10Gスイッチはどうでしょうか。HCIを提供しているベンダーの多くが、パフォーマンスを確保するために、各サーバー間を10Gスイッ

チへ接続することを基本としており、ファイバーケーブルを接続するような10GBASE-SR に対応している 10Gスイッチが主流です。しかし、

10GBASE-SR に対応しているスイッチは、筐体自体も高価な上に、SFPモジュールやファイバーケーブルも必要なため、「10Gスイッチはま

だまだ高価」という印象が拭えません。そこで、SFPモジュールも不要かつファイバーケーブルより安価な LANケーブルを使用する

10GBASE-T のスイッチでもHCI 環境で十分なパフォーマンスが発揮できれば、HCI の導入コストを抑えられるのではないでしょうか。

　今回は、10GBASE-SR に対応するスイッチを主力製品とするベンダーが多い中、10GBASE-T に対応するスイッチを主力製品としている

NETGEAR社のスマートスイッチを例に、その実力を検証してみました。
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NETGEAR社のスマートスイッチなら10万円台から始められる！その実力とは？

　今回検証するNETGEAR社のスマートスイッチ（以下、NETGEARスイッチ）は、他社製品と比較しても、中堅 /中小企業向けのHCI 環境

に最適なラインアップが非常に充実しており、小規模から始める場合に価格面でのメリットが期待できる製品です。

　今回はVMware Virtual SAN （以下、vSAN）環境で、NETGEARスイッチの機能検証を実施しました。検証した際の構成は、以下のとお

りとなります。
【物理構成図】

　各サーバーの10G Port（NIC）にイーサネットケーブルを接続し、冗長化構成としています。

【ネットワーク詳細図】

　一般的な仮想環境のネットワーク構成とし、各サーバーの1～ 4Port からサービス用ネットワークへ接続される想定です。5, 6Port は、今

回検証する SDS用のネットワークとして 10G（speed）を使用します。

　なお、各サーバーのディスクはハイブリット構成ですが、IO処理は SSDを指定、NIC は 10G（speed）に、MTUのフレーム数は 9000

で統一しています。（※通常MTUはデフォルト 1500です。設定を変更する際は、VM環境内のドライバ設定および vSwitch 設定が必要と

なります。）

　今回実施した試験項目は以下のとおりです。各障害試験および、バックアップ／リストア機能試験については、実際の運用を想定した検証

を実施しています。

　① ベンチマーク試験

　② 高負荷試験

　③ NIC 障害試験

　④ スイッチ障害試験

　⑤ バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　  ベンチマーク試験

　今回、ストレージのデータ転送速度を測定できるベンチマークソフトCrystalDiskMark を使用します。ESXi 上に作成したVM

（Windows）より CrystalDiskMark を使用して bps を取得し、NETGEARスイッチを経由する場合と経由しない場合で検証を実施。

NETGEARスイッチがボトルネックになるかどうかを確認しました。

【試験方法】

・  試験回数：5回（その結果から処理速度の平均値を取得）
・  転送するデータ容量：1GB
・  フォルダ選択は、NETGEARスイッチ経由先のVM（Windows）配下のフォルダを選択 ※VM(Windows) 同士でファイル共有できている
ことが前提です。

　なお、NETGEARスイッチを経由しない場合については、何の障害もないため最もパフォーマンスが高いと想定される、同一サーバー内でデー

タを転送した際の速度を計測しています。

【試験結果】

　4K ランダムWrite にて、約 30MB/s 程 NETGEARスイッチを経由しない場合の処理の方が優れていましたが、総合的に Sequence write 

約 4Gbps、4K write 約 2.2Gbps を記録しており、明確な差はありませんでした。したがって、単体処理においてNETGEARスイッチがボ

トルネックになることはなく、高速転送が可能と判断できます。

　  高負荷試験

　ESXi 上に作成したVM(Cent OS 7) 3 台より 10Mbps のテストデータを複数同時実行して高負荷を与え、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=10M count=2000 … ×9

【試験方法】

・  共有ファイルサーバー (NFS) を構築し、マウント実施後にテストデータを送信
・  OSのセキュリティ、ファイアウォール設定は全て無効

【データ送信イメージ】

【試験結果】

　最大転送速度 約 9.6Gbps という結果になりました。通信のアップダウンも滑らかで、安定した通信が可能と判断できます。また、複数ユー

ザーが同時にGb単位のデータ転送をしたとしても、余力を残して高速転送ができると言えるでしょう。

　  NIC 障害

　4K write を継続処理させた状態で LANケーブルを抜線し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=4K count=10M

【試験方法】

　1. テストデータを送信

　　 ※テストデータのOUT先は、NETGEARスイッチを経由した先のVM(Cent7) をマウント

　2. 1. の処理中に、ESXi1 号機の“Uplink1 Active”の LANケーブルを抜線

　3. フェイルオーバー時の処理速度を観測

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NIC 障害によるフェイルオーバー時も1.4Gbps 以上の通信速度を記録。抜線後、フェイルオーバー

が瞬時に動作し、約10秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはなく、NETGEARスイッチは耐障

害性に問題ないと判断できます。

　  スイッチ障害

　4K write を継続処理させた状態でNETGEAR1号機を停止し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【試験方法】

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NETGEARスイッチ障害によるフェイルオーバー時でも1.5Gbps以上の通信速度を記録。フェイルオー

バー開始から約40秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはく、片系のスイッチ障害に耐えうる実

運用レベルのスイッチであると判断できます。

　  バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　NETGEARスイッチには、USB メモリーにスイッチのConfig設定を外部出力できる機能があり、USBメモリーに保存したConfig設定を

スイッチにインポートすることも可能です。今回はスイッチが故障した場合を想定し、交換用のスイッチへConfig設定をリストア／復旧さ

せる試験を実施します。

【試験方法】
　1. Config設定をUSB メモリーに保存

　2. サーバーからケーブルを抜線

　3. スイッチ間で接続しているケーブルを抜線

　4. スイッチの設定を工場出荷時の状態に初期化

　5. 1. で保存したConfig設定をスイッチにリストア

　6. スイッチ間で接続しているケーブルを接続

　7. 4K write を ESXi1 号機から負荷をかけ続ける

　8. サーバーとスイッチ間のケーブルを接続

　9. フェイルバックされていることを確認

【検証結果】

　正常復旧しているか判断するために以下の項目を確認します。

　　

　　　■ 確認項目
　　　1. 設定が正しくインポートされているか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後 LACPが元通りに設定され、スイッチ同士を接続するとネゴシエーションが始まり、正常にチーミング接続ができ

　　　　ていることを確認

　　　2. リストア後にスイッチを接続した際、vSANネットワークが正しく復旧されるか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後、チーミング接続が実施されたスイッチとサーバーを接続したところ、即時にフェイルバックが開始されたことを

　　　　確認

　　　3. リストア後のパフォーマンスに影響はないか

　　　　[結果 ]

　　　　フェイルバック後に明確なパフォーマンス劣化は見られなかった

　以上より、USBメモリーを使ったポート設定のバックアップ&リストアは正常に実行されたと判断でき、NETGEARスイッチのバックアッ

プ／リストア機能には問題がないと言えます。

　  まとめ

　以上の機能検証の結果から、NETGEARスイッチは、HCI 環境で利用するスイッチとして十分なパフォーマンスを発揮し、実運用に耐えら

れると判断できます。

　HCI を導入する際、既存環境で利用されている10GBASE-T に対応するスイッチの空きポートにサーバーを接続すれば、既存の資産を有効

活用できるのでは？とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、既存環境で利用しているスイッチの空きポートを利用

する場合は、既存環境への影響の確認や設定変更などが必要となり、余計にコストがかかってしまう可能性があります。特に、設定変更は、

既存のネットワーク環境に影響を及ぼす可能性も十分に考慮しなければなりません。また、一つのスイッチにさまざまなシステムが相乗りす

ることで、障害時の切り分けや影響の特定を判明しにくくなります。しかし、HCI 環境用に専用スイッチを導入すれば、これらの懸念は無く

なりますので、HCI 導入時は、専用の 10Gスイッチを用意することをお勧めします。

　大抵の場合、HCI はサーバーノード 3台から（4台推奨）という構成のため、接続する10Gスイッチは 8ポートでも十分対応できます。

NETGEARスイッチはラインアップが豊富で、小規模環境からのミニマムスタートする場合も、最適な10Gスイッチを選択できます。必要に

応じて拡張することで、高い費用対効果が期待できるでしょう。

　S&I は、VMware 製品を中心にサーバー、クライアント仮想化において、仮想化創成期から多くの実績があります。新規環境の構築や仮想

マシンの移行など、お客様のご要件に応じて最適なプランのご提案から構築・運用までトータルでご支援いたします。
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　なぜ、今HCI を採用する企業が増えているのか？

　従来は、サーバ＋SAN（iSCSI 等）スイッチ＋外部ストレージからなる「3Tier」と呼ばれる構成が主流でしたが、管理 /障害ポイントが複

数あるため、障害切り分けの煩雑さなどが課題とされていました。一方、HCI は、Software Defined Storage（以下、SDS）技術により各

内部ストレージを共有ストレージのように使うことで、スイッチと外部ストレージを排除。構成がシンプルになったことで、運用コストの軽

減が可能です。さらに、最小構成から始めて、状況に応じて柔軟に拡張できることも、多くの企業がHCI を導入する理由の 1つでしょう。

HCI の導入コスト抑制の鍵は「10Gスイッチ」

　HCI にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。その1つに「コスト」が挙げられます。ここでHCI に必要なコンポー

ネントについて整理してみましょう。HCI を構成するコンポーネントは以下の3つです。

　① サーバーノード（CPU、メモリ、ディスク（SSD）等）

　② 各 HCI で必要なソフトウェアライセンス（SDS）

　③ 10Gスイッチ

　メリットの1つとして挙げたとおり、HCI はスモールスタートが可能なため、従来の構成に比べて初期費用を抑えられます。しかし、劇的

に抑えられる訳ではなく、 “それなり”にコストはかかってしまいます。その要因の1つが、③に挙げた「10Gスイッチ」です。サーバーノー

ドおよび SDSは、サーバーもしくはVDI の数量、必要なスペックに応じて台数およびライセンス数が算出されます。そのため、IAサーバー

の機能面ではメーカーによって多少の差はあるものの、価格差はほぼありません。

　では、10Gスイッチはどうでしょうか。HCIを提供しているベンダーの多くが、パフォーマンスを確保するために、各サーバー間を10Gスイッ

チへ接続することを基本としており、ファイバーケーブルを接続するような10GBASE-SR に対応している 10Gスイッチが主流です。しかし、

10GBASE-SR に対応しているスイッチは、筐体自体も高価な上に、SFPモジュールやファイバーケーブルも必要なため、「10Gスイッチはま

だまだ高価」という印象が拭えません。そこで、SFPモジュールも不要かつファイバーケーブルより安価な LANケーブルを使用する

10GBASE-T のスイッチでもHCI 環境で十分なパフォーマンスが発揮できれば、HCI の導入コストを抑えられるのではないでしょうか。

　今回は、10GBASE-SR に対応するスイッチを主力製品とするベンダーが多い中、10GBASE-T に対応するスイッチを主力製品としている

NETGEAR社のスマートスイッチを例に、その実力を検証してみました。

10Gスイッチの選び方次第で、HCI の導入コストが抑えられる？10

NETGEAR社のスマートスイッチなら10万円台から始められる！その実力とは？

　今回検証するNETGEAR社のスマートスイッチ（以下、NETGEARスイッチ）は、他社製品と比較しても、中堅 /中小企業向けのHCI 環境

に最適なラインアップが非常に充実しており、小規模から始める場合に価格面でのメリットが期待できる製品です。

　今回はVMware Virtual SAN （以下、vSAN）環境で、NETGEARスイッチの機能検証を実施しました。検証した際の構成は、以下のとお

りとなります。
【物理構成図】

　各サーバーの10G Port（NIC）にイーサネットケーブルを接続し、冗長化構成としています。

【ネットワーク詳細図】

　一般的な仮想環境のネットワーク構成とし、各サーバーの1～ 4Port からサービス用ネットワークへ接続される想定です。5, 6Port は、今

回検証する SDS用のネットワークとして 10G（speed）を使用します。

　なお、各サーバーのディスクはハイブリット構成ですが、IO処理は SSDを指定、NIC は 10G（speed）に、MTUのフレーム数は 9000

で統一しています。（※通常MTUはデフォルト 1500です。設定を変更する際は、VM環境内のドライバ設定および vSwitch 設定が必要と

なります。）

　今回実施した試験項目は以下のとおりです。各障害試験および、バックアップ／リストア機能試験については、実際の運用を想定した検証

を実施しています。

　① ベンチマーク試験

　② 高負荷試験

　③ NIC 障害試験

　④ スイッチ障害試験

　⑤ バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　  ベンチマーク試験

　今回、ストレージのデータ転送速度を測定できるベンチマークソフトCrystalDiskMark を使用します。ESXi 上に作成したVM

（Windows）より CrystalDiskMark を使用して bps を取得し、NETGEARスイッチを経由する場合と経由しない場合で検証を実施。

NETGEARスイッチがボトルネックになるかどうかを確認しました。

【試験方法】

・  試験回数：5回（その結果から処理速度の平均値を取得）
・  転送するデータ容量：1GB
・  フォルダ選択は、NETGEARスイッチ経由先のVM（Windows）配下のフォルダを選択 ※VM(Windows) 同士でファイル共有できている
ことが前提です。

　なお、NETGEARスイッチを経由しない場合については、何の障害もないため最もパフォーマンスが高いと想定される、同一サーバー内でデー

タを転送した際の速度を計測しています。

【試験結果】

　4K ランダムWrite にて、約 30MB/s 程 NETGEARスイッチを経由しない場合の処理の方が優れていましたが、総合的に Sequence write 

約 4Gbps、4K write 約 2.2Gbps を記録しており、明確な差はありませんでした。したがって、単体処理においてNETGEARスイッチがボ

トルネックになることはなく、高速転送が可能と判断できます。

　  高負荷試験

　ESXi 上に作成したVM(Cent OS 7) 3 台より 10Mbps のテストデータを複数同時実行して高負荷を与え、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=10M count=2000 … ×9

【試験方法】

・  共有ファイルサーバー (NFS) を構築し、マウント実施後にテストデータを送信
・  OSのセキュリティ、ファイアウォール設定は全て無効

【データ送信イメージ】

【試験結果】

　最大転送速度 約 9.6Gbps という結果になりました。通信のアップダウンも滑らかで、安定した通信が可能と判断できます。また、複数ユー

ザーが同時にGb単位のデータ転送をしたとしても、余力を残して高速転送ができると言えるでしょう。

　  NIC 障害

　4K write を継続処理させた状態で LANケーブルを抜線し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=4K count=10M

【試験方法】

　1. テストデータを送信

　　 ※テストデータのOUT先は、NETGEARスイッチを経由した先のVM(Cent7) をマウント

　2. 1. の処理中に、ESXi1 号機の“Uplink1 Active”の LANケーブルを抜線

　3. フェイルオーバー時の処理速度を観測

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NIC 障害によるフェイルオーバー時も1.4Gbps 以上の通信速度を記録。抜線後、フェイルオーバー

が瞬時に動作し、約10秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはなく、NETGEARスイッチは耐障

害性に問題ないと判断できます。

　  スイッチ障害

　4K write を継続処理させた状態でNETGEAR1号機を停止し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【試験方法】

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NETGEARスイッチ障害によるフェイルオーバー時でも1.5Gbps以上の通信速度を記録。フェイルオー

バー開始から約40秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはく、片系のスイッチ障害に耐えうる実

運用レベルのスイッチであると判断できます。

　  バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　NETGEARスイッチには、USB メモリーにスイッチのConfig設定を外部出力できる機能があり、USBメモリーに保存したConfig設定を

スイッチにインポートすることも可能です。今回はスイッチが故障した場合を想定し、交換用のスイッチへConfig設定をリストア／復旧さ

せる試験を実施します。

【試験方法】
　1. Config設定をUSB メモリーに保存

　2. サーバーからケーブルを抜線

　3. スイッチ間で接続しているケーブルを抜線

　4. スイッチの設定を工場出荷時の状態に初期化

　5. 1. で保存したConfig設定をスイッチにリストア

　6. スイッチ間で接続しているケーブルを接続

　7. 4K write を ESXi1 号機から負荷をかけ続ける

　8. サーバーとスイッチ間のケーブルを接続

　9. フェイルバックされていることを確認

【検証結果】

　正常復旧しているか判断するために以下の項目を確認します。

　　

　　　■ 確認項目
　　　1. 設定が正しくインポートされているか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後 LACPが元通りに設定され、スイッチ同士を接続するとネゴシエーションが始まり、正常にチーミング接続ができ

　　　　ていることを確認

　　　2. リストア後にスイッチを接続した際、vSANネットワークが正しく復旧されるか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後、チーミング接続が実施されたスイッチとサーバーを接続したところ、即時にフェイルバックが開始されたことを

　　　　確認

　　　3. リストア後のパフォーマンスに影響はないか

　　　　[結果 ]

　　　　フェイルバック後に明確なパフォーマンス劣化は見られなかった

　以上より、USBメモリーを使ったポート設定のバックアップ&リストアは正常に実行されたと判断でき、NETGEARスイッチのバックアッ

プ／リストア機能には問題がないと言えます。

　  まとめ

　以上の機能検証の結果から、NETGEARスイッチは、HCI 環境で利用するスイッチとして十分なパフォーマンスを発揮し、実運用に耐えら

れると判断できます。

　HCI を導入する際、既存環境で利用されている10GBASE-T に対応するスイッチの空きポートにサーバーを接続すれば、既存の資産を有効

活用できるのでは？とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、既存環境で利用しているスイッチの空きポートを利用

する場合は、既存環境への影響の確認や設定変更などが必要となり、余計にコストがかかってしまう可能性があります。特に、設定変更は、

既存のネットワーク環境に影響を及ぼす可能性も十分に考慮しなければなりません。また、一つのスイッチにさまざまなシステムが相乗りす

ることで、障害時の切り分けや影響の特定を判明しにくくなります。しかし、HCI 環境用に専用スイッチを導入すれば、これらの懸念は無く

なりますので、HCI 導入時は、専用の 10Gスイッチを用意することをお勧めします。

　大抵の場合、HCI はサーバーノード 3台から（4台推奨）という構成のため、接続する10Gスイッチは 8ポートでも十分対応できます。

NETGEARスイッチはラインアップが豊富で、小規模環境からのミニマムスタートする場合も、最適な10Gスイッチを選択できます。必要に

応じて拡張することで、高い費用対効果が期待できるでしょう。

　S&I は、VMware 製品を中心にサーバー、クライアント仮想化において、仮想化創成期から多くの実績があります。新規環境の構築や仮想

マシンの移行など、お客様のご要件に応じて最適なプランのご提案から構築・運用までトータルでご支援いたします。
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　なぜ、今HCI を採用する企業が増えているのか？

　従来は、サーバ＋SAN（iSCSI 等）スイッチ＋外部ストレージからなる「3Tier」と呼ばれる構成が主流でしたが、管理 /障害ポイントが複

数あるため、障害切り分けの煩雑さなどが課題とされていました。一方、HCI は、Software Defined Storage（以下、SDS）技術により各

内部ストレージを共有ストレージのように使うことで、スイッチと外部ストレージを排除。構成がシンプルになったことで、運用コストの軽

減が可能です。さらに、最小構成から始めて、状況に応じて柔軟に拡張できることも、多くの企業がHCI を導入する理由の 1つでしょう。

HCI の導入コスト抑制の鍵は「10Gスイッチ」

　HCI にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。その1つに「コスト」が挙げられます。ここでHCI に必要なコンポー

ネントについて整理してみましょう。HCI を構成するコンポーネントは以下の3つです。

　① サーバーノード（CPU、メモリ、ディスク（SSD）等）

　② 各 HCI で必要なソフトウェアライセンス（SDS）

　③ 10Gスイッチ

　メリットの1つとして挙げたとおり、HCI はスモールスタートが可能なため、従来の構成に比べて初期費用を抑えられます。しかし、劇的

に抑えられる訳ではなく、 “それなり”にコストはかかってしまいます。その要因の1つが、③に挙げた「10Gスイッチ」です。サーバーノー

ドおよび SDSは、サーバーもしくはVDI の数量、必要なスペックに応じて台数およびライセンス数が算出されます。そのため、IAサーバー

の機能面ではメーカーによって多少の差はあるものの、価格差はほぼありません。

　では、10Gスイッチはどうでしょうか。HCIを提供しているベンダーの多くが、パフォーマンスを確保するために、各サーバー間を10Gスイッ

チへ接続することを基本としており、ファイバーケーブルを接続するような10GBASE-SR に対応している 10Gスイッチが主流です。しかし、

10GBASE-SR に対応しているスイッチは、筐体自体も高価な上に、SFPモジュールやファイバーケーブルも必要なため、「10Gスイッチはま

だまだ高価」という印象が拭えません。そこで、SFPモジュールも不要かつファイバーケーブルより安価な LANケーブルを使用する

10GBASE-T のスイッチでもHCI 環境で十分なパフォーマンスが発揮できれば、HCI の導入コストを抑えられるのではないでしょうか。

　今回は、10GBASE-SR に対応するスイッチを主力製品とするベンダーが多い中、10GBASE-T に対応するスイッチを主力製品としている

NETGEAR社のスマートスイッチを例に、その実力を検証してみました。

10万円台から提供されるNETGEARのスマートスイッチの性能を徹底検証 11

NETGEAR社のスマートスイッチなら10万円台から始められる！その実力とは？

　今回検証するNETGEAR社のスマートスイッチ（以下、NETGEARスイッチ）は、他社製品と比較しても、中堅 /中小企業向けのHCI 環境

に最適なラインアップが非常に充実しており、小規模から始める場合に価格面でのメリットが期待できる製品です。

　今回はVMware Virtual SAN （以下、vSAN）環境で、NETGEARスイッチの機能検証を実施しました。検証した際の構成は、以下のとお

りとなります。
【物理構成図】

　各サーバーの10G Port（NIC）にイーサネットケーブルを接続し、冗長化構成としています。

【ネットワーク詳細図】

　一般的な仮想環境のネットワーク構成とし、各サーバーの1～ 4Port からサービス用ネットワークへ接続される想定です。5, 6Port は、今

回検証する SDS用のネットワークとして 10G（speed）を使用します。

　なお、各サーバーのディスクはハイブリット構成ですが、IO処理は SSDを指定、NIC は 10G（speed）に、MTUのフレーム数は 9000

で統一しています。（※通常MTUはデフォルト 1500です。設定を変更する際は、VM環境内のドライバ設定および vSwitch 設定が必要と

なります。）

　今回実施した試験項目は以下のとおりです。各障害試験および、バックアップ／リストア機能試験については、実際の運用を想定した検証

を実施しています。

　① ベンチマーク試験

　② 高負荷試験

　③ NIC 障害試験

　④ スイッチ障害試験

　⑤ バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　  ベンチマーク試験

　今回、ストレージのデータ転送速度を測定できるベンチマークソフトCrystalDiskMark を使用します。ESXi 上に作成したVM

（Windows）より CrystalDiskMark を使用して bps を取得し、NETGEARスイッチを経由する場合と経由しない場合で検証を実施。

NETGEARスイッチがボトルネックになるかどうかを確認しました。

【試験方法】

・  試験回数：5回（その結果から処理速度の平均値を取得）
・  転送するデータ容量：1GB
・  フォルダ選択は、NETGEARスイッチ経由先のVM（Windows）配下のフォルダを選択 ※VM(Windows) 同士でファイル共有できている
ことが前提です。

　なお、NETGEARスイッチを経由しない場合については、何の障害もないため最もパフォーマンスが高いと想定される、同一サーバー内でデー

タを転送した際の速度を計測しています。

【試験結果】

　4K ランダムWrite にて、約 30MB/s 程 NETGEARスイッチを経由しない場合の処理の方が優れていましたが、総合的に Sequence write 

約 4Gbps、4K write 約 2.2Gbps を記録しており、明確な差はありませんでした。したがって、単体処理においてNETGEARスイッチがボ

トルネックになることはなく、高速転送が可能と判断できます。

　  高負荷試験

　ESXi 上に作成したVM(Cent OS 7) 3 台より 10Mbps のテストデータを複数同時実行して高負荷を与え、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=10M count=2000 … ×9

【試験方法】

・  共有ファイルサーバー (NFS) を構築し、マウント実施後にテストデータを送信
・  OSのセキュリティ、ファイアウォール設定は全て無効

【データ送信イメージ】

【試験結果】

　最大転送速度 約 9.6Gbps という結果になりました。通信のアップダウンも滑らかで、安定した通信が可能と判断できます。また、複数ユー

ザーが同時にGb単位のデータ転送をしたとしても、余力を残して高速転送ができると言えるでしょう。

　  NIC 障害

　4K write を継続処理させた状態で LANケーブルを抜線し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=4K count=10M

【試験方法】

　1. テストデータを送信

　　 ※テストデータのOUT先は、NETGEARスイッチを経由した先のVM(Cent7) をマウント

　2. 1. の処理中に、ESXi1 号機の“Uplink1 Active”の LANケーブルを抜線

　3. フェイルオーバー時の処理速度を観測

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NIC 障害によるフェイルオーバー時も1.4Gbps 以上の通信速度を記録。抜線後、フェイルオーバー

が瞬時に動作し、約10秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはなく、NETGEARスイッチは耐障

害性に問題ないと判断できます。

　  スイッチ障害

　4K write を継続処理させた状態でNETGEAR1号機を停止し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【試験方法】

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NETGEARスイッチ障害によるフェイルオーバー時でも1.5Gbps以上の通信速度を記録。フェイルオー

バー開始から約40秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはく、片系のスイッチ障害に耐えうる実

運用レベルのスイッチであると判断できます。

　  バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　NETGEARスイッチには、USB メモリーにスイッチのConfig設定を外部出力できる機能があり、USBメモリーに保存したConfig設定を

スイッチにインポートすることも可能です。今回はスイッチが故障した場合を想定し、交換用のスイッチへConfig設定をリストア／復旧さ

せる試験を実施します。

【試験方法】
　1. Config設定をUSB メモリーに保存

　2. サーバーからケーブルを抜線

　3. スイッチ間で接続しているケーブルを抜線

　4. スイッチの設定を工場出荷時の状態に初期化

　5. 1. で保存したConfig設定をスイッチにリストア

　6. スイッチ間で接続しているケーブルを接続

　7. 4K write を ESXi1 号機から負荷をかけ続ける

　8. サーバーとスイッチ間のケーブルを接続

　9. フェイルバックされていることを確認

【検証結果】

　正常復旧しているか判断するために以下の項目を確認します。

　　

　　　■ 確認項目
　　　1. 設定が正しくインポートされているか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後 LACPが元通りに設定され、スイッチ同士を接続するとネゴシエーションが始まり、正常にチーミング接続ができ

　　　　ていることを確認

　　　2. リストア後にスイッチを接続した際、vSANネットワークが正しく復旧されるか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後、チーミング接続が実施されたスイッチとサーバーを接続したところ、即時にフェイルバックが開始されたことを

　　　　確認

　　　3. リストア後のパフォーマンスに影響はないか

　　　　[結果 ]

　　　　フェイルバック後に明確なパフォーマンス劣化は見られなかった

　以上より、USBメモリーを使ったポート設定のバックアップ&リストアは正常に実行されたと判断でき、NETGEARスイッチのバックアッ

プ／リストア機能には問題がないと言えます。

　  まとめ

　以上の機能検証の結果から、NETGEARスイッチは、HCI 環境で利用するスイッチとして十分なパフォーマンスを発揮し、実運用に耐えら

れると判断できます。

　HCI を導入する際、既存環境で利用されている10GBASE-T に対応するスイッチの空きポートにサーバーを接続すれば、既存の資産を有効

活用できるのでは？とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、既存環境で利用しているスイッチの空きポートを利用

する場合は、既存環境への影響の確認や設定変更などが必要となり、余計にコストがかかってしまう可能性があります。特に、設定変更は、

既存のネットワーク環境に影響を及ぼす可能性も十分に考慮しなければなりません。また、一つのスイッチにさまざまなシステムが相乗りす

ることで、障害時の切り分けや影響の特定を判明しにくくなります。しかし、HCI 環境用に専用スイッチを導入すれば、これらの懸念は無く

なりますので、HCI 導入時は、専用の 10Gスイッチを用意することをお勧めします。

　大抵の場合、HCI はサーバーノード 3台から（4台推奨）という構成のため、接続する10Gスイッチは 8ポートでも十分対応できます。

NETGEARスイッチはラインアップが豊富で、小規模環境からのミニマムスタートする場合も、最適な10Gスイッチを選択できます。必要に

応じて拡張することで、高い費用対効果が期待できるでしょう。

　S&I は、VMware 製品を中心にサーバー、クライアント仮想化において、仮想化創成期から多くの実績があります。新規環境の構築や仮想

マシンの移行など、お客様のご要件に応じて最適なプランのご提案から構築・運用までトータルでご支援いたします。
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　なぜ、今HCI を採用する企業が増えているのか？

　従来は、サーバ＋SAN（iSCSI 等）スイッチ＋外部ストレージからなる「3Tier」と呼ばれる構成が主流でしたが、管理 /障害ポイントが複

数あるため、障害切り分けの煩雑さなどが課題とされていました。一方、HCI は、Software Defined Storage（以下、SDS）技術により各

内部ストレージを共有ストレージのように使うことで、スイッチと外部ストレージを排除。構成がシンプルになったことで、運用コストの軽

減が可能です。さらに、最小構成から始めて、状況に応じて柔軟に拡張できることも、多くの企業がHCI を導入する理由の 1つでしょう。

HCI の導入コスト抑制の鍵は「10Gスイッチ」

　HCI にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。その1つに「コスト」が挙げられます。ここでHCI に必要なコンポー

ネントについて整理してみましょう。HCI を構成するコンポーネントは以下の3つです。

　① サーバーノード（CPU、メモリ、ディスク（SSD）等）

　② 各 HCI で必要なソフトウェアライセンス（SDS）

　③ 10Gスイッチ

　メリットの1つとして挙げたとおり、HCI はスモールスタートが可能なため、従来の構成に比べて初期費用を抑えられます。しかし、劇的

に抑えられる訳ではなく、 “それなり”にコストはかかってしまいます。その要因の1つが、③に挙げた「10Gスイッチ」です。サーバーノー

ドおよび SDSは、サーバーもしくはVDI の数量、必要なスペックに応じて台数およびライセンス数が算出されます。そのため、IAサーバー

の機能面ではメーカーによって多少の差はあるものの、価格差はほぼありません。

　では、10Gスイッチはどうでしょうか。HCIを提供しているベンダーの多くが、パフォーマンスを確保するために、各サーバー間を10Gスイッ

チへ接続することを基本としており、ファイバーケーブルを接続するような10GBASE-SR に対応している 10Gスイッチが主流です。しかし、

10GBASE-SR に対応しているスイッチは、筐体自体も高価な上に、SFPモジュールやファイバーケーブルも必要なため、「10Gスイッチはま

だまだ高価」という印象が拭えません。そこで、SFPモジュールも不要かつファイバーケーブルより安価な LANケーブルを使用する

10GBASE-T のスイッチでもHCI 環境で十分なパフォーマンスが発揮できれば、HCI の導入コストを抑えられるのではないでしょうか。

　今回は、10GBASE-SR に対応するスイッチを主力製品とするベンダーが多い中、10GBASE-T に対応するスイッチを主力製品としている

NETGEAR社のスマートスイッチを例に、その実力を検証してみました。
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NETGEAR社のスマートスイッチなら10万円台から始められる！その実力とは？

　今回検証するNETGEAR社のスマートスイッチ（以下、NETGEARスイッチ）は、他社製品と比較しても、中堅 /中小企業向けのHCI 環境

に最適なラインアップが非常に充実しており、小規模から始める場合に価格面でのメリットが期待できる製品です。

　今回はVMware Virtual SAN （以下、vSAN）環境で、NETGEARスイッチの機能検証を実施しました。検証した際の構成は、以下のとお

りとなります。
【物理構成図】

　各サーバーの10G Port（NIC）にイーサネットケーブルを接続し、冗長化構成としています。

【ネットワーク詳細図】

　一般的な仮想環境のネットワーク構成とし、各サーバーの1～ 4Port からサービス用ネットワークへ接続される想定です。5, 6Port は、今

回検証する SDS用のネットワークとして 10G（speed）を使用します。

　なお、各サーバーのディスクはハイブリット構成ですが、IO処理は SSDを指定、NIC は 10G（speed）に、MTUのフレーム数は 9000

で統一しています。（※通常MTUはデフォルト 1500です。設定を変更する際は、VM環境内のドライバ設定および vSwitch 設定が必要と

なります。）

　今回実施した試験項目は以下のとおりです。各障害試験および、バックアップ／リストア機能試験については、実際の運用を想定した検証

を実施しています。

　① ベンチマーク試験

　② 高負荷試験

　③ NIC 障害試験

　④ スイッチ障害試験

　⑤ バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　  ベンチマーク試験

　今回、ストレージのデータ転送速度を測定できるベンチマークソフトCrystalDiskMark を使用します。ESXi 上に作成したVM

（Windows）より CrystalDiskMark を使用して bps を取得し、NETGEARスイッチを経由する場合と経由しない場合で検証を実施。

NETGEARスイッチがボトルネックになるかどうかを確認しました。

【試験方法】

・  試験回数：5回（その結果から処理速度の平均値を取得）
・  転送するデータ容量：1GB
・  フォルダ選択は、NETGEARスイッチ経由先のVM（Windows）配下のフォルダを選択 ※VM(Windows) 同士でファイル共有できている
ことが前提です。

　なお、NETGEARスイッチを経由しない場合については、何の障害もないため最もパフォーマンスが高いと想定される、同一サーバー内でデー

タを転送した際の速度を計測しています。

【試験結果】

　4K ランダムWrite にて、約 30MB/s 程 NETGEARスイッチを経由しない場合の処理の方が優れていましたが、総合的に Sequence write 

約 4Gbps、4K write 約 2.2Gbps を記録しており、明確な差はありませんでした。したがって、単体処理においてNETGEARスイッチがボ

トルネックになることはなく、高速転送が可能と判断できます。

　  高負荷試験

　ESXi 上に作成したVM(Cent OS 7) 3 台より 10Mbps のテストデータを複数同時実行して高負荷を与え、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=10M count=2000 … ×9

【試験方法】

・  共有ファイルサーバー (NFS) を構築し、マウント実施後にテストデータを送信
・  OSのセキュリティ、ファイアウォール設定は全て無効

【データ送信イメージ】

【試験結果】

　最大転送速度 約 9.6Gbps という結果になりました。通信のアップダウンも滑らかで、安定した通信が可能と判断できます。また、複数ユー

ザーが同時にGb単位のデータ転送をしたとしても、余力を残して高速転送ができると言えるでしょう。

　  NIC 障害

　4K write を継続処理させた状態で LANケーブルを抜線し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【テストデータ】

dd if=/dev/zero of=./testdev.txt bs=4K count=10M

【試験方法】

　1. テストデータを送信

　　 ※テストデータのOUT先は、NETGEARスイッチを経由した先のVM(Cent7) をマウント

　2. 1. の処理中に、ESXi1 号機の“Uplink1 Active”の LANケーブルを抜線

　3. フェイルオーバー時の処理速度を観測

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NIC 障害によるフェイルオーバー時も1.4Gbps 以上の通信速度を記録。抜線後、フェイルオーバー

が瞬時に動作し、約10秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはなく、NETGEARスイッチは耐障

害性に問題ないと判断できます。

　  スイッチ障害

　4K write を継続処理させた状態でNETGEAR1号機を停止し、疑似的に障害を発生させ、その際の通信速度を測定します。

【試験方法】

【試験結果】

　障害発生前の平均通信速度1.5Gbps、NETGEARスイッチ障害によるフェイルオーバー時でも1.5Gbps以上の通信速度を記録。フェイルオー

バー開始から約40秒で元の通信速度に復旧しました。また、通信中の平均速度が極端に低下することはく、片系のスイッチ障害に耐えうる実

運用レベルのスイッチであると判断できます。

　  バックアップ／リストア機能試験（スイッチ復旧）

　NETGEARスイッチには、USB メモリーにスイッチのConfig設定を外部出力できる機能があり、USBメモリーに保存したConfig設定を

スイッチにインポートすることも可能です。今回はスイッチが故障した場合を想定し、交換用のスイッチへConfig設定をリストア／復旧さ

せる試験を実施します。

【試験方法】
　1. Config設定をUSB メモリーに保存

　2. サーバーからケーブルを抜線

　3. スイッチ間で接続しているケーブルを抜線

　4. スイッチの設定を工場出荷時の状態に初期化

　5. 1. で保存したConfig設定をスイッチにリストア

　6. スイッチ間で接続しているケーブルを接続

　7. 4K write を ESXi1 号機から負荷をかけ続ける

　8. サーバーとスイッチ間のケーブルを接続

　9. フェイルバックされていることを確認

【検証結果】

　正常復旧しているか判断するために以下の項目を確認します。

　　

　　　■ 確認項目
　　　1. 設定が正しくインポートされているか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後 LACPが元通りに設定され、スイッチ同士を接続するとネゴシエーションが始まり、正常にチーミング接続ができ

　　　　ていることを確認

　　　2. リストア後にスイッチを接続した際、vSANネットワークが正しく復旧されるか

　　　　[結果 ]

　　　　リストア後、チーミング接続が実施されたスイッチとサーバーを接続したところ、即時にフェイルバックが開始されたことを

　　　　確認

　　　3. リストア後のパフォーマンスに影響はないか

　　　　[結果 ]

　　　　フェイルバック後に明確なパフォーマンス劣化は見られなかった

　以上より、USBメモリーを使ったポート設定のバックアップ&リストアは正常に実行されたと判断でき、NETGEARスイッチのバックアッ

プ／リストア機能には問題がないと言えます。

　  まとめ

　以上の機能検証の結果から、NETGEARスイッチは、HCI 環境で利用するスイッチとして十分なパフォーマンスを発揮し、実運用に耐えら

れると判断できます。

　HCI を導入する際、既存環境で利用されている10GBASE-T に対応するスイッチの空きポートにサーバーを接続すれば、既存の資産を有効

活用できるのでは？とお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、既存環境で利用しているスイッチの空きポートを利用

する場合は、既存環境への影響の確認や設定変更などが必要となり、余計にコストがかかってしまう可能性があります。特に、設定変更は、

既存のネットワーク環境に影響を及ぼす可能性も十分に考慮しなければなりません。また、一つのスイッチにさまざまなシステムが相乗りす

ることで、障害時の切り分けや影響の特定を判明しにくくなります。しかし、HCI 環境用に専用スイッチを導入すれば、これらの懸念は無く

なりますので、HCI 導入時は、専用の 10Gスイッチを用意することをお勧めします。

　大抵の場合、HCI はサーバーノード 3台から（4台推奨）という構成のため、接続する10Gスイッチは 8ポートでも十分対応できます。

NETGEARスイッチはラインアップが豊富で、小規模環境からのミニマムスタートする場合も、最適な10Gスイッチを選択できます。必要に

応じて拡張することで、高い費用対効果が期待できるでしょう。

　S&I は、VMware 製品を中心にサーバー、クライアント仮想化において、仮想化創成期から多くの実績があります。新規環境の構築や仮想

マシンの移行など、お客様のご要件に応じて最適なプランのご提案から構築・運用までトータルでご支援いたします。

ベンチマーク試験

高負荷試験

NIC 障害試験

スイッチ障害試験

バックアップ /リストア機能試験（スイッチ復旧）

1

2

3

4

5

4KランダムWrite にて、約 30MB/s 程 NETGEARスイッチを経由しない場合の方が処理速度が優れていたが、
それ以外については明確な違いなし

最大転送速度 約 9.6Gbps。通信のアップダウンも少なく、複数ユーザーが同時にGb単位のデータを転送した
としても処理可能

約 10秒で元の通信速度に復旧

約 40秒で元の通信速度に復旧

USBメモリーへのバックアップ&リストアで問題なく復旧

No. 試験項目 結果
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本内容は、当社の検証環境での結果であり、全ての条件下での動作および性能を保証するものではありません。




