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iSCSIストレージにおけるVPN複数経路アクセス時の性能と
TCPパラメータ解析
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あらまし 近年，ストレージの管理コスト低減などの目的で SANの導入が進んでおり，IPネットワークを利用した

IP-SANとして iSCSIが期待されている．しかし現状では SANは主にサイト内のローカル環境のみで用いられている．

そこで本稿では VPNを利用することにより，iSCSIを広域ネットワークに適用することを検討した．さらに，より信

頼性の高い通信を実現するため VPN広域ネットワーク内を複数経路で接続し，高遅延環境での性能と TCP輻輳ウィ

ンドウの振舞いを評価，解析した．
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Abstract The introduction of SAN is advanced for the purpose of the storage management cost reduction, and iSCSI is

expected as IP-SAN that uses IP network. However, SAN is mostly used only in the server site currently.

　 Thus we have claimed iSCSI used in a local environment can be applied to the WAN using VPN. We have examined a real-

ization method and performance for it. Furthermore, we have evaluated performance and behavior of the congestion window,

which is one of the TCP parameters, when multi-routing is performed using a multi-routing function of a VPN router.
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1. は じ め に

近年，インターネット技術の進展などにより，ユーザが蓄積

し利用するデータ容量が爆発的に増加している．これに伴いス

トレージの増設，管理コストの増大が問題となっている．そこ

で SAN(Storage Area Network) が登場し，広く用いられるよう

になった．SAN とは，サーバとストレージを物理的に切り離

し，各ストレージとサーバ間を相互接続してネットワーク化し

たもので，これにより各サーバにばらばらに分散していたデー

タの集中管理が実現された．

一般に SANとしてはファイバチャネルを用いる FC-SAN(Fibre

Channel - SAN)が利用されている．しかし，FC-SANはファイ

バチャネルを用いているため高価となり，また距離に制約があ

る．一方，SANに IP ネットワークを利用した IP-SANとして

iSCSIが期待されている [1][2]．iSCSIは，これまで DAS(Direct

Attached Storage) で使われてきた SCSI コマンドを TCP/IP パ

ケット内にカプセル化することにより，サーバ (Initiator)とスト

レージ (Target)間でデータの転送を行う．今後インターネット

の発展により，ギガビットクラスの回線実現が期待され，iSCSI

の有効性もさらに高まると考えられる．

現状において，SAN は主にサーバサイト内のみでしか使用

されていない．しかし遠隔バックアップ等を目的として，離れ

たサイトのサーバとストレージを SANで接続することが望ま

れている．そこで本研究では，VPN(Virtual Private Network)を

利用することにより，ローカル環境で使用されている iSCSIを

用いて広域ネットワーク上でリモートアクセスを行うことを検

討した．さらに，より信頼性の高い通信を実現するため VPN

広域ネットワーク内に複数経路を構築した．iSCSI は複雑な階



層構成のプロトコルスタックで処理されており，バースト的な

データ転送も多いことから，通常のソケット通信と比較して，

特に高遅延環境においては性能の劣化が著しい [3]．また，下

位基盤の TCP/IP層が提供できる限界性能を超えることはでき

ず，最大限の性能が発揮できるよう TCPパラメータなどを制御

することが求められる．本研究では，高遅延環境において VPN

複数経路を用いて iSCSI アクセスを行う際の性能と TCP輻輳

ウィンドウの振舞などを解析する．

本稿の構成は以下の通りである．2 章で研究背景を述べ，3

章で VPNのマルチルーティング機能を利用した本実験システ

ムの概要を述べる．4章で複数経路 iSCSIアクセスについての

性能評価結果を示し，最後に 5章でまとめる．

2. 研 究 背 景

2. 1 iSCSI
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IP-SANの代表的なプロトコルに iSCSIがある．iSCSIは SCSI

コマンドを TCP/IPパケットでカプセル化する規格で，iSCSIに

より SANを IP機器だけで構築することが可能となる．一方で

図 1のように複雑な階層構成をとることになり，下位のプロト

コルの限界性能を超えることはできない．また，iSCSIアクセ

スは長距離アクセスであることが多く，ギガビットの太い回線

を用いることから遅延帯域積の問題も挙げられている．そこで

下位基盤の TCP/IP層の適切な制御が求められている．

iSCSI は様々なチューニングを行うことができる．本実験で

用いたニューハンプシャー大学が提供する UNH-iSCSI の実装

では，1つの iSCSIセッション内に複数の TCPコネクションを

確立するように設定することができる．さらにこのコネクショ

ンをポート番号と対応付けることができ，1つの iSCSIセッショ

ンをポート番号が異なる複数のコネクションに分けることがで

きる．つまり，図 2 に示すようにターゲットの 1 つの IPアド

レス，１つの iSCSIドライブにポート番号の異なる複数のコネ

クションを接続可能である．
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2. 2 VPN

VPNは，インターネットや通信事業者が持つ公衆ネットワー

クを使って，拠点間を仮想的に閉じたネットワークで接続する

技術である．安価であるという公衆網のメリットを活かしつつ，

機密性の低さを暗号化等の別の方法で補うことにより，「実質的

な専用網」を実現できるということが VPNの利点である．一

方，専用網と異なりネットワークの品質は保証されない場合が

多い．

本研究では iSCSIを用いて遠隔バックアップなどを行うため

に，図 3に示すように VPNルータで接続したリモート環境に

ネットワークストレージを設置し，広域ネットワーク内の VPN

越しにアクセスを行うことを考えた．この場合，VPN ルータ

を通ることによってネットワークの帯域幅が制限され，スルー

プットが著しく低下することが起こり得る [4]．さらに広域ネッ

トワーク内は不安定な通信路であることが想定される．そこで

本稿では，VPN広域ネットワーク内を複数経路で接続すること

を考えた．これにより，データ転送の信頼性やネットワークの

耐障害性なども向上すると考えられる．

本実験で用いたVPNルータ Fujitsu Si-R570はマルチルーティ

ング機能を有している．マルチルーティング機能を使用すると，

ポート番号などの情報を利用して同じあて先 IP アドレスを持

つネットワークへ複数の経路を用いて送信することが可能とな

る．それぞれの通信内容に通信経路を分離することが出来るの

で，片方の回線をバックアップ用に用いることや，音声データ

は専用線を用いてそのほかの通信は公衆網を用いるなどと設定

することができる．本稿ではこの機能を利用し，iSCSI複数コ

ネクションと対応付けることにより，コネクションごとに異な

る経路を構築することを可能にした．

iSCSIは通常ギガビットクラス以上の太いネットワーク上で

用いられるが，途中に VPNルータの暗号化処理速度などにより



図 5 輻輳ウィンドウの変化
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スループットが決まる細い回線が挟まることにより，トラフィッ

クとして大いに性質の異なるものになる [5]．従って iSCSI が

最大限の性能が発揮できるように TCPパラメータなどを制御

することが求められる．

2. 3 TCP輻輳ウィンドウ

TCPでは，通信能力の制御にウィンドウサイズという概念を

用いている．ウィンドウサイズとは，ホストが確認応答パケッ

ト (Acknowledgement:ACK)なしに一度に送信できるデータの

量である．また，データの送信側では輻輳ウィンドウ，受信側

では広告ウィンドウという値が決定され，このどちらか小さい

方がウィンドウサイズとして用いられる．広告ウィンドウは現

在の受信バッファの空き容量を示しており，ACKのヘッダにそ

の情報が含められて送信側に送られる．一方，輻輳ウィンドウ

は送信側の制御パラメータで，ネットワークの混雑を回避する

ため送信側が自主的に制限する値である．

輻輳制御ではこの輻輳ウィンドウが利用されている．輻輳制

御はネットワークの混雑解消の方法として TCP が行う機能で

ある．通信開始時にはスロースタートと呼ばれるアルゴリズム

に従って指数関数的に輻輳ウィンドウが大きくなる．これによ

りトラフィックが急激に増加するので，ネットワークが輻輳状

態になる可能性がある．これを防ぐため，スロースタート閾値

という値を用意し，輻輳ウィンドウがその大きさを超えると輻

輳回避と呼ばれるフェーズに入り，一次関数的な増え方となる．

そしてエラーが検出されると輻輳ウィンドウは急激に低下し，

通常これらを繰り返すことで鋸型のグラフとなる．この様子を

図 5に示す．

本実験で用いた LinuxOSにおける TCPの状態遷移を図 6に示

す．LinuxTCPにおいては，通信時の状態が正常であれば ACK

の受信ごとに輻輳ウィンドウは増加するが，エラーが検出され

ると異常と判断され，輻輳ウィンドウは低下する．輻輳ウィン

ドウが低下する原因としては，送信側デバイスドライバのバッ

ファが溢れることによる Local Congestionエラーを検出した場

合 (CWR)，重複 ACK又は SACK を受信した場合 (Recovery)，

タイムアウトを検出した場合 (Loss)の３つが挙げられる．さら

に Linuxの TCP実装では，通信中に一度設定された輻輳ウィン

ドウは，そのウィンドウ値を超えるデータ量が送られない限り

は変化しないという特徴を持ち，この時スループットはほぼ一

定の値で安定することが確認されている．

2. 4 既 存 研 究

我々は，これまでに iSCSIを用いたアプリケーション実行性

能と TCPパラメータの相関関係の評価を行った [6]．その結果，

広告ウィンドウの値を制限することで，輻輳ウィンドウの値も

制限でき，それによって実行性能にも影響が出ることが確認さ

れた．また，VPN利用時のネットワークや，iSCSIストレージ

アクセスによる性能測定と TCP 輻輳ウィンドウの振舞いを観

察した [4][5]．

iSCSIストレージアクセスにおいて TCP輻輳ウィンドウを制

御する研究としては，輻輳ウィンドウ値を動的にコントロール

する手法がある [7]．この手法は，まず Targetの OSのカーネ

ルに輻輳ウィンドウモニタ関数を挿入し，これによりモニタし

た輻輳ウィンドウの変化を観察して，Initiatorにその値を通知

する．通知を受けた Initiatorは輻輳ウィンドウの値に基づきブ

ロックサイズを再指定して，シーケンシャルリードアクセスを

行うというものである．この手法を適用し輻輳ウィンドウを限

界値で一定に保った場合には，高遅延環境において最大 28%の

スループットの向上が確認されている．

さらに iSCSI複数コネクションに関する研究として，広域 IP

網を介した長距離アクセス向けに iSCSIおよび関連プロトコル

レイヤのプロトコルチューニングの検討が行われ，その有効性

が確認されている [8]．

そこで本稿では，iSCSI複数コネクションを VPN複数経路に

乗せてアクセスすることを検討した．これらを組み合わせるこ

とにより，性能の向上だけでなく信頼性の向上も期待できる．

そしてこの時のストレージアクセス性能と TCP 輻輳ウィンド

ウの振舞などを解析した．

3. 実験システム

3. 1 TCP輻輳ウィンドウモニタツール
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図 7 TCP 輻輳ウィンドウモニタツール

本実験では，TCP 輻輳ウィンドウをリアルタイムに可視化

するツールを構築した．カーネル内部の TCP ソースにモニタ

関数を挿入しカーネルを再コンパイルした．そして図 7 に示

すように，X11ウィンドウシステムライブラリ関数を用いてモ

ニタした値をリアルタイムに可視化できるようにした．ここで



可視化できるようになったものには，輻輳ウィンドウの値，各

種エラーイベントの発生 (Local device congestion，重複 ACK，

SACK受信，タイムアウト検出)などがある．

3. 2 VPN複数経路アクセス制御システム

本実験では，VPNルータを用いて複数経路を構築し，高遅延

環境における iSCSIストレージアクセスを実行した時の，TCP

パラメータである輻輳ウィンドウと，ストレージアクセス性能

を評価するために図 8に示す実験環境を構築した．
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図 8 実験システムの概要

iSCSI ストレージアクセスを行う Initiatorとストレージを提

供する Targetの間に VPNルータを 4台を挟み，複数経路アク

セスが実行できるように構築した．さらに，遠距離アクセスを

想定して，人工的な遅延装置である FreeBSD Dummynetを挿入

した [9]．

この実験システムにおいて iSCSIの複数コネクション設定と

VPNルータのマルチルーティング機能を用いて通信制御を行っ

た．まず iSCSI 単数コネクション VPN単数経路通信の場合は

図 9 のような経路を通る．また iSCSI 複数コネクション VPN

単数経路通信の場合は図 10のように同一経路上を 2つのコネ

クションが張れるように iSCSIを設定した．さらに iSCSI複数

コネクション VPN複数経路通信の場合は図 11，12のようにコ

ネクションごとに経路が異なるように VPNルータの設定を行っ

た．このとき Initiatorから送られるパケットは図 11 のように

左下の VPNルータに送るように設定する．そして，VPNルー

タのマルチルーティング機能により右の 2 つの VPNルータ宛

にパケットは転送される．このとき，ポート番号の違いによる

iSCSIコネクションごとに上下の VPNルータに分かれるように

設定した．Target からのパケット送信も図 12 に示し，先ほど

と同様に行われる．

Initiator と Target には，OS は Linux2.4.18-3，CPU は Intel

Xeon 2.4GHz，Main Memory は 512MB DDR SDRAM，NIC

は Intel Pro/1000XT Server Adapter on PCI-X (64bit,100MHz)，

iSCSIは UNH IOL reference implementation ver.3 on iSCSI Draft

18を用いた [10]．そしてDummynetには FreeBSD4.9-RELEASE

を用いた．また VPNルータには Fujitsu Si-R570を用いた [11]．

これは 3DES暗号化速度最大 500Mbpsを実現する．

この実験環境において，TCP輻輳ウィンドウモニタツールを

起動し，iSCSIシーケンシャルリードアクセス時の性能や TCP

パラメータの振舞いを観察した．
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本実験ではストレージアクセスのみの性能を評価するため，

Initiator側では rawデバイスを使用することにより，キャッシュ

の影響を排除した．また，iSCSIストレージアクセスにおける

ネットワーク性能に焦点を当てて評価を行うため，Target は

UNH 実装が提供するメモリモードで動作させ，ディスクアク

セスを伴わないようにした．

4. 実 行 結 果

4. 1 性能測定結果

4. 1. 1 ブロックサイズ変更時のスループットの比較

図 13は iSCSI単数コネクション VPN単数経路，iSCSI複数

コネクション VPN単数経路，iSCSI複数コネクション VPN複

数経路の，iSCSI ストレージアクセスにおいてブロックサイズ

を変化させた時のスループット比較のグラフである．この実験

において遅延は入れていない．

どの場合でもブロックサイズを増加していくとスループット

は増加していくが，ブロックサイズ 512KBを過ぎたところか



図 13 スループットの比較

らスループットはほぼ一定となる．また，単数コネクション単

数経路と複数コネクション単数経路には殆どスループットに変

化は見られないものの，複数コネクション複数経路の場合のみ

スループットが向上している様子が見られる．

複数コネクション複数経路の場合でスループットが向上した

結果を考察する．Initiatorと Targetはギガビットイーサネット

で接続しているが，VPNルータの暗号化速度は最大 500Mbps

である．また実際に本実験の VPN単数経路接続ネットワーク

のソケット間通信のスループットを測定したところ 330Mbps程

度の性能であった．したがって VPNルータの暗号化処理が通

信のボトルネックとなっており，経路を複数にしたことにより，

VPNルータでの暗号化処理が分散され負荷が軽くなったと考

えられる．また２つの回線を用いたにも関わらず，２倍近い性

能が得られていないのは，回線が完全に二重化されていないと

いう理由が挙げられる．iSCSIはコネクションへのパケット転

送をラウンドロビンによって振り分けているため，複数コネク

ション複数経路の場合でも２つの回線を１つずつ交互に使って

いるだけで，２つの回線を同時には使っていないためであろう．

4. 1. 2 片道遅延時間変更時のスループット比較

図 14 片道遅延時間とスループット比較

図 14は iSCSI単数コネクション VPN単数経路，iSCSI複数

コネクション VPN単数経路，iSCSI複数コネクション VPN複

数経路の，iSCSI ストレージアクセスにおいて片道遅延時間を

変化させた時のスループット比較のグラフである．この実験に

おいてブロックサイズは 2MBに設定した．

どの場合も片道遅延時間を長くするとスループットは急激に

減少した．また，遅延時間が短い時には複数コネクション複数

経路が一番性能が良かったが，遅延時間を長くするとどの場合

でも性能に変化がなくなってきている．これは，遅延時間が短

い時は複数経路にすることで，ルータでの処理が軽減され性能

が向上したと考えられるが，高遅延環境にすると，図 11，12の

ように遅延を２つのコネクションが通る同一経路上に入れてい

るので，経路の方がボトルネックとなり，性能に差がなくなっ

てきたためであると考えられる．

4. 2 輻輳ウィンドウの比較

4. 2. 1 低遅延環境における輻輳ウィンドウの変化

図 15 輻輳ウィンドウ (単数コネクション単数経路)

図 16 輻輳ウィンドウ (複数コネクション単数経路)

図 17 輻輳ウィンドウ (複数コネクション複数経路)



図 18 輻輳ウィンドウ 2 (複数コネクション単数経路)

図 15，16，17は TCP輻輳ウィンドウをモニタした際の時間

変化の様子である．この時のブロックサイズは 4MB，遅延は入

れていない．

図 15は単数コネクション単数経路の場合に iSCSI シーケン

シャルリードアクセス通信を行った時の輻輳ウィンドウをモ

ニタした様子である．また図 15に示された細かい縦の破線は

Local device congestion(CWRエラー) が起こったことを表して

おり，これは送信側のデバイスドライバのバッファが溢れるこ

とによるエラーである．輻輳ウィンドウは約 350パケットまで

増加した後，CWRエラーが検出され急激に減少している．

図 16は複数コネクション単数経路の場合の輻輳ウィンドウ

をモニタした様子である．このとき，単数コネクションの場合

のグラフと大きく変化している様子が分かる．ここで現れる

細かい縦の破線が CWRエラーで，太い縦の破線は重複 ACK，

SACKを受信したことによるパケットロスエラーが起きたこと

を示している．ここで輻輳ウィンドウモニタツールは，2つの

コネクションのうち一方でも輻輳ウィンドウの値が変わったら

表示されるようになっている．そして可視化されるグラフには，

一定時間ごとの輻輳ウィンドウの値が表示される．それぞれの

コネクションとも独立で値が変わるため，ランダムにグラフ表

示されることになる．すなわちコネクションごとの輻輳ウィン

ドウは，図 18のようにそれぞれ一定のものと鋸型のものとなっ

ていると考えられる．

図 17は複数コネクション複数経路の場合の輻輳ウィンドウ

をモニタした様子である．このときの縦の破線は CWRエラー

を示しており，輻輳ウィンドウの変化は複数コネクション単数

経路の場合とほぼ同じになった．

ここで複数コネクションにした場合，図 18のように一定の

グラフと鋸型のグラフになった結果を考察する．２つのコネク

ションのうちどちらか片方のコネクションが輻輳ウィンドウを

使い切ったら ACKが返るまで次の iSCSI アクセス行われなく

なる．iSCSIコネクションへのパケット振り分けはラウンドロ

ビンで実行されているので，片方のアクセスが止まってしまう

ともう片方のアクセスも止まることになる．したがってもう一

方のコネクションには輻輳ウィンドウ分を使い切る量のパケッ

トが送られないので，Linux TCP輻輳ウィンドウの特徴により

片方の輻輳ウィンドウは一定となったと考えられる．

次に単数コネクションと複数コネクションの輻輳ウィンドウ

の違いを比較する．この２つのグラフを比べると，検出される

エラーの回数が複数コネクションの時の方が単数コネクション

の時より多くなっている．また，複数コネクションの一定のグ

ラフと鋸型のグラフの輻輳ウィンドウを足し合わせると，最大

で単数コネクションの時の輻輳ウィンドウの値である 350 パ

ケットに近い値をとっていることが分かる．複数コネクション

の場合，一定のグラフと鋸型のグラフになるので，その両方の

輻輳ウィンドウ分だけパケットは送信されることになる．した

がって Targetのデバイスドライバが溢れる頻度が高くなるもの

と考えられる．

4. 2. 2 高遅延環境における輻輳ウィンドウの変化

図 19 輻輳ウィンドウ (単数コネクション単数経路)

図 20 輻輳ウィンドウ (複数コネクション単数経路)

図 21 輻輳ウィンドウ (複数コネクション複数経路)



次に，高遅延環境における輻輳ウィンドウの振舞を比較した．

この時輻輳ウィンドウの振舞がよくわかるように，横軸を 140

秒に拡大した．また，ブロックサイズは 2MB，片道遅延時間は

8msecに設定した．図 19は単数コネクション単数経路の場合，

図 20は複数コネクション単数経路の場合，図 21は複数コネク

ション複数経路の場合の輻輳ウィンドウをモニタした様子であ

る．グラフに現れる細かい縦の破線が CWRエラー，太い縦の

破線が重複 ACK，SACK受信によるエラーである．

単数コネクション単数経路の場合，輻輳ウィンドウの増え方

は遅くなっているが輻輳ウィンドウの振舞は遅延なしの時とほ

ぼ変わらない．一方で複数コネクションの場合，遅延なしの時

には一定のグラフと鋸型のグラフとなっていたが，高遅延環境

においては，２つのコネクションごとに別々の動きをしている

ものの，片方が一定とはなっていない．これは低遅延環境にお

いては，片方の輻輳ウィンドウは使い切られず一定の値となっ

ていたが，高遅延環境になるとパケットを送り出してから ACK

が返ってくるまでの時間が長いため，どちらのコネクションに

おいても輻輳ウィンドウが使い切られて，その結果値が変化し

ているものと考えられる．

また，どの場合も遅延なしの時は，CWRエラーや重複 ACK

受信によるエラーが起こり輻輳ウィンドウが減少していたが，

高遅延環境ではそれ以外にもタイムアウトによるエラーが頻発

した．

5. ま と め

本稿では，iSCSIストレージアクセスにおいてコネクション

を単数，複数に変化させ，VPN接続も単数経路，複数経路に変

化させた時のスループットの違いと輻輳ウィンドウの振舞いを

観察し，比較した．

その結果，iSCSI単数コネクション VPN単数経路と iSCSI複

数コネクション VPN単数経路を比較すると，スループットは

ほとんど変わらないが，輻輳ウィンドウの振舞いが大きく変化

している様子がわかった．これは iSCSIコネクションが複数に

なったため輻輳ウィンドウがコネクションごとに異なる振舞い

をしているためであると考えられる．さらに，片方のコネク

ションにより iSCSIアクセスが止められることにより，もう一

方のコネクションでは輻輳ウィンドウを使いきれず一定の値と

なっている．また，iSCSI 複数コネクション VPN 単数経路と

iSCSI 複数コネクション VPN 複数経路を比較すると，スルー

プットは複数コネクション複数経路の方が多少向上するが，輻

輳ウィンドウはほとんど変化が見られない．これは VPNルー

タでの暗号化処理が複数経路となったため負担が軽減されたも

のと考えられる．

また，高遅延環境においてはスループットはどの場合もほと

んど変化がなくなることがわかった．これは遅延を入れたこと

で，経路によるボトルネックが問題となったためであると考え

られる．この時の輻輳ウィンドウは，きれいに一定のグラフと

鋸型のグラフとはなっていないものの，２つのコネクションが

それぞれ違った動きをしていることがわかった．さらに，タイ

ムアウトによるエラーが増加していた．

今後はさらに詳しく解析を進め，VPN複数経路にした場合に

性能が向上するような通信を実現させていきたい．
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