
課  題
•  ユーザー応答速度向上のためのディスク I/O高速化
•  サーバーディスクのスケーラビリティー確保
•  低コスト化と運用管理負荷の低減

ソリューション
•  インテル® SSD 910 シリーズを搭載したデータベース・サーバー
•  サーバーの設置作業や運用を代行する「リモートハウジング」

導入効果
•  ゲームサービスのレスポンス向上
•  長期寿命とS.M.A.R.T.取得による運用負荷の軽減

ソーシャルゲームのデータベース・サーバーに
PCI接続のインテル® SSD 910シリーズを採用
ユーザー反応速度の向上と運用負荷を低コストで実現

導入事例
インテル® Solid-State Drive（インテル® SSD）
インテル® SSD 910 シリーズを搭載したソーシャルゲーム用データベース・サーバー

PCI接続による高速レスポンスと 
取り扱いのしやすさを評価して 
インテル® SSD 910 シリーズを採用

サイバーエージェントグループの一員で、ゲー
ムポータルやオンラインゲームを運営する株
式会社ジークレスト（以下、ジークレスト）。同
社は、2013年 2月にリリースしたソーシャル
ゲーム「ドラゴンズシャドウ *」のシステム基盤
に、さくらインターネット株式会社（以下、さくら
インターネット）のデータセンター・サービス「リ
モートハウジング」を利用し、石狩データセン
ター内に設置したサーバーからゲームサービ
スを提供しています。その中で、同社がゲー
ム用データベース・サーバーのディスクに採
用したのが、インテル® SSD 910シリーズ（以
下、インテル® SSD 910）です。インテル® SSD 
910は、インテルで初めて PCI Express* 接
続に対応した SSD製品で、従来の SSDと比
較してスループット値が大幅に向上していま
す。インテル® SSD 910の採用理由をジーク
レスト コーポレート推進本部の石橋徹弥氏は、
「レスポンスの速さと、扱いやすさにある」とし
て、次のように説明しました。

「PCI接続のインテル® SSD 910は、短時間に
多くのデータを転送できるため、サーバーレス
ポンスが格段に向上します。当社ではゲーム
をスモールスタートで開発していることから、
スケールアップが容易で、ディスク I/Oの高速
な SSD製品を検討してきました。ディスク I/O

を優先すると従来は高価な SSD製品に限定
されてしまいましたが、インテル ® SSD 910な
ら低コストで導入可能であることから採用を決
めました」。

ゲーム用データベース・サーバーの
ディスクに搭載し 
サービスレベルを大幅に向上

「ドラゴンズシャドウ *」のデータベース・サー
バーは、インテル® SSD 910の 400GBモデ
ルを6台搭載し、マスター・データベース・サー
バー 1台とスレーブ・データベース・サーバー
1台の 2台構成、合計 3セットで運用していま
す。400GBモデルは、サーバー上で 200GB
×2ドライブと認識されるため、ソフトウエア
RAIDによって1ドライブ構成としました。

サービスリリース前には、インテル® SSD 910
を搭載したデータベース・サーバーで負荷試
験を実施。テストツールで SSDに書き込み、
読み出しの負荷を繰り返しかけても、実効レベ
ルではディスク I/Oに限界値がないことを確認
済みです。導入の効果について石橋氏は、次
のように語ります。

「レスポンスが速いインテル® SSD 910によっ
て、ユーザーに対するサービスレベルが格段
に向上しました。PCI接続で CPUに直結した
インテル® SSD 910は、書き込み、読み出し、
データ転送のボトルネックがないことから、
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CPUの処理速度とほぼ同等のレスポンスが確
保され、従来比で 3倍以上の高速化を実現し
ています」。

リモートハウジング・サービスとの 
組み合わせで運用負荷を大幅に軽減

ジークレストがソーシャルゲームの運用基盤
に採用した「リモートハウジング」は、さくらイン
ターネットの石狩データセンター内のラックに、
利用者のサーバーやネットワーク機器を設置
するサービスです。従来のハウジングでは自社
で行う必要があったサーバーの搬入や設置と
いった作業はすべてさくらインターネットが代
行し、24時間 365日体制で運用保守を行っ
ています。機器は、利用者が所有するものを持
ち込む以外にも、さくらインターネットからレン
タルすることも可能です。ジークレストは今回、
自社のサーバー機器を石狩データセンターに
送付し、インテル® SSD 910の購入と換装は
さくらインターネットに委託しました。さくらイン
ターネット 企画部の中澤道治氏は、「リモート
ハウジングは、都市型データセンターのように、
好みの機器が自由に設置できる柔軟性を、遠
隔操作で手軽に扱えるコンセプトのサービス
です。ユーザーの要望に応じて幅広く対応して
きた中で、今回は取引実績の長いジークレス
トさんからデータベース・サーバーのレスポン
ス向上の要請を受けて、信頼性が大幅に向上
したインテル® SSD 910を提案することにしま
した」と語ります。

リモートハウジングでは、サーバー用のディス
クとして、SATA HDD、SAS HDD、インテル® 
SSD 520シリーズ、他社の SSD製品など広く
ラインナップし、ユーザーのニーズに応えてい
ます。その中で、PCI接続型のインテル® SSD 

910を取り扱うメリットについて中澤氏は、ディ
スクの集約効果、高い拡張性の確保、メンテ
ナンス効率の高いディスクが提供できることな
どを挙げています。

「HDDや SATA接続の SSDは、RAID構成で
ディスクを集約しても、SATA自体が半二重で
あり、読み込みと書き込みが同時に発生する
とディスク I/Oがボトルネックとなり、パフォー
マンスの劣化は避けられません。今回、PCI接
続のインテル® SSD 910が登場したことで、
PCIe接続は低レイテンシーで全二重のため、
読み込みを書き込みが同時に発生しても性能
を落とすことなくかつ低価格でディスクの集
約が可能なりました。また運用管理しやすい
S.M.A.R.T.情報が整っていることも大きなメリッ
トです」（中澤氏）。

運用側としては、ディスク回転のない SSDは
故障率が低く、運用工数の削減につながり
ます。インテル® SSD 910は、独自の高耐久
性技術と25nmプロセスを採用した MLC型
NANDフラッシュメモリーを搭載し、標準的な
MLC方式のフラッシュ製品と比べて約 30倍
の耐久性を実現した製品です。書き込み可能

な総容量は、単純計算で約 7PB（400GBモ
デル）に達しているため、サーバーの保証期間
中に SSDの寿命が切れる心配もありません。
サービスを利用するユーザーとしてもインフラ
の物理的な寿命を気にせず、システムリソース
の運用に集中できることは大きなメリットです。

ビッグデータを分散処理する 
Hadoop*への適用を検討

ジークレストではインテル® SSD 910の高いコ
ストパフォーマンスと、扱いやすさを評価してお
り、今後もPCI接続型 SSDの基準として活用
を拡大していく考えです。石橋氏は、「サーバー
ディスクへの適用のほか、ビッグデータを分散
処理するHadoop*を活用したユーザー特性
の構造分析への活用も視野に入れています。
そのためにも今後は、大容量の SSDディスク
の提供が待ち望まれます」と語りました。

さくらインターネットにおいても、リモートハウ
ジングのサービスにおいて、インテル ® SSD 
910シリーズを積極的に提案していく方針で
す。さらに現在は次世代のデータセンター向け
にリリースされたインテル® SSD DC S3700 シ
リーズのサービス化を視野に検証を進めてい
ます。最後に中澤氏はインテルに対して、「絶
対性能が高く、使いやすさとコストパフォーマン
スを両立した SSD製品の登場にこれからも期
待しています」と語りました。インテルは今後
も、SSD製品のラインナップ拡充を通して、ジー
クレストおよびさくらインターネットのニーズに
応えていきます。

高い性能と信頼性、耐久性を備えたデータセンター向けの高速 SSD

さくらインターネット 
株式会社
企画部
リーダー

中澤 道治 氏

株式会社ジークレスト
コーポレート推進本部
技術統括グループ

石橋 徹弥 氏

インテル® SSDに関する詳しい情報は、下記のサイトをご覧ください。 
http://www.intel.com/jp/design/flash/nand/

リモートハウジング・サービスを提供する 
さくらインターネットの石狩データセンター
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