
始めに

シリアル・アタッチドSCSI(SAS)によって、わずか2～3年という短い 
期間にエンタープライズ・ストレージの見方が根本的に変わりました。
パラレルSCSIの手堅い信頼性と堅牢なコマンド・セットを基に構築 
されたSASは、パフォーマンス(3Gb/秒の転送速度)、拡張性(1つの 
ドメインで何千ものデバイスを接続可能)と柔軟性(SATAとの互換性) 
という前例のない組み合わせにより、ストレージの水準を引き上 
げました。

3Gb/秒SASシステムは2005年の第3四半期に市場に投入され、2007年 
には既に大量に出荷されるようになりました。SASは直接接続型のSCSI
インターフェイスとして企業全体でパラレルSCSIに取って代わり、市場
においてもこれまでで最速のインターフェイス変遷の1つとなりました。

この迅速な変遷は、SCSI Trade Association(STA)とT10 Committeeとの
緊密な連携によるものでした。STAはSCSIのマーケティングの要件を 
特定することに的を絞り、フォーラムにSCSIロードマップで検出された
機能と利点に関して合意を促す一方で、T10 Committeeの役割は、その
ような機能や利点が商品化された製品で実装されるように基準仕様を 
開発することでした。

T10 Committeeは新しいSAS-2の技術仕様を開発し(SCSIを最大6Gb/秒
までのシリアル・リンク上で転送するためのSASプロトコルと物理 
インターフェイスの拡張)、STAはこの新しい業界基準に “6Gb/秒SAS” 
というマーケティング用の名前を付けました(図1を参照)。
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この最新のSAS-2基準仕様の導入によって、SASが
再びエンタープライズ・ストレージの規則を書き換 
えることになりました。今回はデータ・センターの
第1級のインターフェイスであるファイバ・チャネル
(FC)に照準を合わせています。

STAによると、6Gb/秒SASには3Gb/秒SASを凌ぐ 
数多くの拡張があります。接続あたりの帯域が広 
くなり、拡張性が向上し、機能も改善しました。 
1.5Gb/秒と3Gb/秒SAS/SATAとの互換性を保持 
しながら、6Gb/秒SASで3Gb/秒SAS使用モデルも 
保持します。第一世代の3Gb/秒SASを超えるその 
他多くの目標改善があり、SASテクノロジによって
エンタープライズ・ストレージ・ユーザーのニーズ 
も引き続き満たされることでしょう。

その魅力的な6Gb/秒の転送速度(前世代に比べ2倍)が
SAS-2仕様でもっとも目立つ属性ですが、追加拡張
の包括的なスイートによりさまざまなエンタープラ
イズ・ストレージ環境において大幅に低いコストで
6Gb/秒SASがFCソリューションに対抗できるように
なっています。さらに、6Gb/秒SASはSASやSATA
ハード・ドライブの旧バージョンとの互換性を保持 
しながら、これを可能にします。

6Gb/秒SASの鍵となる機能には、標準化された 
エキスパンダ・ゾーニング、エキスパンダ自己検出 
などがあり、ハイエンドのエンタープライズ・アレイ 
でますます増えている膨大な数のドライブを展開する

場合に、より安全で効率的な拡張性を可能にします。
より迅速なスループットにおけるファクタ、最大 
ケーブル長の増加、シグナル整合性の改善などに 
よって、6Gb/秒SASが、多くのネットワーク・ 
ストレージ・アプリケーションでFCに対抗できる 
魅力とコストパフォーマンスをもたらすことは明 
らかです。

ストレージはより大きく、コストはより低く

ストレージ容量を増やし、スループットをより迅速化 
するという企業のあくなき欲求を満たすため、今日の 
ストレージのプロは困難な課題に直面し、同時にで 
きる限りコストを削減することを期待されています。 
FCは長い間、次のようなエンタープライズ・データ・ 
センターで使うさまざまなストレージ・アーキテク 
チャで活用されてきました。

•	 SAN(ストレージ・エリア・ネットワーク)

•	 NAS(ネットワーク・アタッチド・ストレージ)

•	 JBOD/RAID(単純ディスク束/独立ディスク冗長 
アレイ)

もちろん、FCは驚くべきスループットと拡張性をも
たらしますが、同時に脅威な高コストでも知られてい
ます。インフラストラクチャ自体にかなりの投資を要
するのに加え、ファイバ・チャネルのソリューション
では、多くのIT部門にはない高度に専門化された(高
価な)専門知識を必要とする複雑な展開と管理の手順
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図1. SASロードマップ
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も必要です。このため、FCの導入は、通常その使用
を正当化できるニーズ(と潤沢な資金)のある企業に限
られています。

6Gb/秒の転送速度を可能にするデバイスは、内蔵 
サーバ・ストレージなど、直接接続型の従来のアプリ
ケーションでより優れたパフォーマンス、柔軟性、 
価値を提供します。しかし、さらに重要なのは、 
6Gb/秒SASストレージ・ソリューションは、ネット
ワーク・ストレージ環境で手ごろな価格で管理の簡単
なFCの代替策を提供できるようになったことです。
この機能を達成するには、T10 Committee1が開発 
したSAS規格にいくつかの鍵となる拡張が必要です。

これらの鍵となる拡張については、次のセクションで
詳しく説明します。

標準化されたエキスパンダ・ゾーニング 

標準化されたエキスパンダ・ゾーニングは、シーム 
レスな拡張性のある共通のインフラストラクチャを 
提供します。SAS-1仕様は理論的には巨大なアドレス 
指定能力(最大128エキスパンダまで、各エキスパンダ 
が最大128 SASデバイスに対応)を可能にするもので
したが、実際は、わずか何百というストレージ・デバ
イスやサブシステムでも複数ホストで使う場合はスト
レージ・ドメインを割り当てる何らかのゾーニング・
デバイスが必要でした。

この機能は、エキスパンダ・ゾーニングとして知 
られ、SAS-1規格では正式に定義されていませんで 
した。このため、そのようなゾーニングはベンダー 
によって異なり、しばしば互換性のない方法で実装 
され、ゾーニングの非互換性によって、アクセス 
できないストレージになったり、顧客がシングル・ 
ベンダー・ソリューションに制限されるという結果 
を引き起こす可能性があります。そのような非互換性
を排除するため、標準化されたエキスパンダ・ゾーニ
ングは、SAS-2仕様の一部となり、すべての6Gb/秒
SASエキスパンダに必須機能となっています。さら
に、エキスパンダは最大256デバイスまでサポート 
するようになりました。

加えて、6Gb/秒SASエキスパンダではファイバ・ 
チャネルのSANゾーンと類似した、セキュリティで
保護されたゾーンをサポートします。DoSとゾーン 
によるデバイス・アクセス制御テクノロジを使うと、 
ネットワーク化されたストレージをグループ化でき 
ます。これによって複数のホストがエキスパンダと 
対話する可能性がありますが、表示されるのはスト 
レージ・デバイスの指定されたサブセットだけです。 
これによってデータ・セキュリティが向上し、エンタ
ープライズ・データ・センターで一般的な複数ドライ
ブのネットワーク・ストレージ環境でストレージを管
理しやすくなります。
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図2. 6Gb/秒SASの機能と利点

6Gb/秒SAS: 手ごろな価格で管理しやすいストレージ環境における 
パフォーマンス、柔軟性および価値

特長/機能 利点

6Gb/秒の転送速度 現在のSAS/SATA環境の2倍のスループットでエンタープライズ・クラス
のパフォーマンスを実現

標準化されたエキスパンダ・ゾーニング シームレスな拡張性で共通のインフラストラクチャを提供

エキスパンダ自己検出 シームレスな拡張性で共通のインフラストラクチャを提供

10メートルのケーブル長 接続を66パーセントも拡大し、シングル・ラックを超えるネットワーク
化されたストレージ拡張をサポート

SSCとのシグナル整合性の改善 データ整合性を妥協することなく、6Gb/秒SASドライブを至近距離に 
相互インストール可能

コストパフォーマンスの高い簡易化 mini SASコネクタの標準化による簡易化された接続

投資保護 SAS/SATAハード・ドライブやSCSIソフトウェア/ミドルウェアの旧 
バージョンとの互換性を保持

管理効率 既存のIT SCSIの専門知識を利用

 1 T10 Committee (www.t10.org/)は情報技術標準国際委員会(INCITS)の一部で、米国規格協会(ANSI)に認可され、同協会が承認した規則の下で運営されています。 
これらの規則は、SCSI Trade Association (SCSITA、www.scsita.org)などの業界グループの合意によって自発的な規格が開発されることを意図したものです。
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エキスパンダ自己検出 

エキスパンダ自己検出は、ストレージの拡張性を2倍
にすることで管理を簡易化します。SAS-1規格の下で
は、エキスパンダへの接続デバイスはホストベースの
プロセスでした。ストレージ・プールのSASドライブ
数が相対的に少ない場合に限り、この検出スキームの
効率は妥当なものでした。しかし、ネットワーク・ 
ストレージ環境では、膨大な数のドライブが使用され
ることが多いため、ホストベースの検出によってホス
トとエキスパンダ間でSASのメッセージ・トラフィ
ック量が増え、システムの初期化にさらに時間を要 
する結果となりました。

SAS-2規格では、SAS検出プロセスをホストからエ
キスパンダに切り替えることで、この問題を解決しま
す。6Gb/秒SASエキスパンダを有効にして、それ自
体のデバイス検出を自動でパラレルで実施するように
すると、SASドライブの大型システムの準備がより迅
速になり、さらに管理しやすくなります。このエキス
パンダ自己検出テクノロジは、ネットワーク・ストレ
ージのニーズ(およびストレージ・デバイス数量)が必
然的に増えるに従って、シームレスな拡張ができるよ
うにする上で重要な役割を果たします。

6Gb/秒SAS: エンタープライズ向けに最適化 

ネットワーク・ストレージ環境の6Gb/秒SASの優れ
た機能が、標準化されたエキスパンダ・ゾーニングと
エキスパンダ自己検出テクノロジによるものであるこ
とは明らかですが、それだけがエンタープライズ・ 
ストレージ・アレイで6Gb/秒SASを効率化する
SAS-2規格の唯一の側面というわけではありません。 
6Gb/秒SASは、以下のような、エンタープライズを
中心としたさまざまな機能を統合します。

6Gb/秒転送速度 

6Gb/秒転送速度は、今日のSASまたはSATA環境の 
2倍のスループットでエンタープライズ・クラスの 
堅実なパフォーマンスを可能にします。より高いスル
ープットはどのようなストレージ・ソリューション
においても常に望ましい機能ですが、ドライブが複数
のイニシエータで繰り返しアクセスされる可能性があ
るエンタープライズ・データ・センターでは特に重要
です。先代の3Gb/秒SASの転送速度を倍にすること
で、6Gb/秒SASはトラフィック量の多いネット 
ワーク・ストレージ環境の需要に応えるために必要 
となる速度を提供します。

競争力が高く、FCストレージ・ソリューションより
コストが大幅に低いパフォーマンスをもたらすため、

コスト高のSSD(ソリッド・ステート・ドライブ)に比
べてより魅力的なパフォーマンス/ドル価値提案も 
実現します。

10メートルのケーブル最大長 

最大10メートルのケーブル長によって66パーセント
も接続を拡大し、シングル・ラックを超えるネット 
ワーク化されたストレージ拡張に対応します。6Gb/秒 
SASでは、転送速度で驚異的な100パーセントのブー
ストがもたらされる一方で、より長い接続ケーブルの
使用も可能にします(3Gb/秒SASがサポートする6 
メートルのケーブルから最長10メートルまで拡張)。
スループットと最大ケーブル長のこのような改善を 
達成するには、判定帰還型等価器(DFE)テクノロジを 
使用する必要があります。

DFEでは延長ケーブル長によって生じるシグナルの 
減衰効果に対して、送信器の低周波コンポーネントを
重視せず、受信側の高周波コンポーネントを選択的に
ブーストすることで対応します。これによって、 
シグナルの整合性を損なうことなく10メートルの 
ケーブルが使用でき、既存の6メートルのケーブル 
との互換性も維持されます。

ケーブル最大長が66パーセントも増加したことで、
データ・センターで大きな利益を生み、広範囲にわ 
たるストレージ・システム展開とインストールという 
点でより大きな柔軟性がもたらされます。このケー 
ブル延長によって、10メートルのケーブルを使う 
シングル・ラックの制限を超えたネットワーク・ 
アタッチド・ストレージを拡張する柔軟性が提供 
される一方で、データの整合性も確保されます。

スペクトラム拡散クロック 

6Gb/秒SASでは3Gb/秒SASのデータ周波数が2倍に
なりますが、これによってシグナルのより短い波長に
よってキャビネット・シールド効率が損なわれる場合
があります。

周波数のこの変化に対抗するため、6Gb/秒SASは 
データ周波数のより低周波(30–33Khz)の変調である
スペクトラム拡散クロック(SSC)を採用します。 
ピーク値を減らし、より広い周波数の範囲で放射妨 
害波を拡散することで、SSCはEMIに関する問題の 
低減に役立ちます。

簡易化された接続 

簡易化された接続によって、mini SASコネクタを 
コストパフォーマンスの高いSASソリューションに 
標準化します。ケーブルのオプションを簡易化して、 
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統合を能率化するため、6Gb/秒SASでは3Gb/秒
SASで使用していたコスト高のInfiniBand型(SFF-
8470、図3)コネクタを排除して、内部(SFF-8087) 
および外部(SFF-8088、図4)の接続の両方にmini 
SASコネクタのみを使用します。

mini SASコネクタの標準化は、このようなコネクタ
がスモール・フォーム・ファクタ(SFF)の2.5インチの 
ハード・ドライブでの使用によってさらに一般化 
しつつあるデータ・センターでは特に適しています。

下方互換性による投資保護

新しいSAS-2仕様を統合するこのような多数の技術
的改善を考えると、6Gb/秒SASに1.5Gb/秒と3Gb/秒
SAS/SATAとの完全互換性があることに驚かれるかも
しれません。シームレスな相互運用性をさらに確保 
するため、既存のSCSIソフトウェアやミドルウェア
との互換性も保持されています。

このような互換性は、現在企業に設置されているSAS
ストレージ・ソリューションのベースで、6Gb/秒 
SASが本格化するまでの移行措置としてその価値を
維持するために重要になります。

結論

ストレージ容量とスピードを増やすという厳しい要求
に対応しながら、データ・センター全体でコストを 
削減するという圧力が強まることで、チャネル・ 
ソリューションの高まるコストと複雑さがますます 
問題化しています。6Gb/秒SASの到来によって、 
ファイバ・チャネルに対抗するパフォーマンスと 
拡張性を誇る魅力的でコストパフォーマンスの高い
代替策が提供されます。6Gb/秒SASは、ビジネスの
持続可能性のために購入、インストール、維持する
上でさらに簡単で経済的にも健全な代替策をもたら
します。

SFF-8470 Multilane 4xコネクタ
(両端にアイコン)

イン キー・スロット6

キー・スロット4

SFF-8087 Mini Multilane 4xコネクタ
(両端にアイコンおよびキー)

キー・スロット2

キー・スロット4アウト

SFF-8088 Mini Multilane 4xコネクタ
(両端にアイコンおよびキー)

図3. 3Gb/秒SASが使用する、コストの高いInfiniBand型コネクタ

図4. 6Gb/秒SASが使用する、コンパクトでコストパフォーマンスの
高いmini SASコネクタ
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