
インテルの製造工場では、 円滑に 24 時間 365 日持続可能なオペレーションを実現するために先進技
術を採用しており、 インテルの各工場には、 部品、 装置の自動化、 プロセス制御、 在庫、 分析などを管理
する何百ものサーバーを備えた 2 つのデータセンターがあります。

インテル製造部門、VMware vSAN* と 
インテル®︎ Optane™ SSD により運用効率を改善

製造 IT 部門は最近、 インテルの不揮発性メモリー・ソリューション・グループ （以下 NSG） の工場に、 独
立した完全な統合仮想基盤を構築しました。I/O 負荷の高いキャッシュ階層にインテルOptane SSDを採用し、
必要なディスクグループ数の削減を実現しました。 アプリケーション、 ウェブサイト、 データベース、 ファイ
ル・サーバー、 その他のサービスなど、 高性能なビジネス・ソリューション実現のための運用にはストレー
ジ性能が重要になります。 そして、 より高スループットのディスクの選択がパフォーマンス達成のカギとな
ります。

今回のテストでは、 ウェブ・サーバー、 アプリケーション・サーバー、 データベース・サーバーを対象に、 一般
的な工場のワークロードを使用して実施されましたが、 結果は驚くべきものでした。 テストの結果、2 ディス
クグループ構成は 3 ディスクグループ構成と比べ遜色ないパフォーマンスを発揮し、 ライト負荷の高いワー
クロードにいたっては、 より優れたパフォーマンスを発揮することが分かりました。 テストでは、 欠陥分析
のアプリケーション・サーバーとデータベース・サーバーを含んだ自動化システムのユースケースについて、
インテル® Optane™ ストレージメディアを搭載した仮想プラットフォームと NAND SSD （オールフラッシュ）
を搭載したシステムが比較されました。 統合環境では 200 台近い物理サーバーがホスティングされていま
すが、 本番環境に適応する前に工場環境をシミュレートしたテストの結果、 ほとんどの工場統合コンピュー
ティング環境を仮想化することが出来るという確信を得ることができました。

VMware vCenter* Converter* を使用した、
5 つの物理サーバー （1TB） の Day 2 （運用
開始） における クライアント / サーバー移行
作業は 4.5 時間から 4 時間に短縮。

運用開始、 仮想環境への移行 1 欠陥分析アプリケーション 1 SQL データベースの復元 1

欠陥とその要因の相関関係の分析に関わ
る非常に高負荷のテストの結果、 インテル®︎ 
Optane™ SSD で 14％ 高速化を実現。

工場で使われる一般的な SQL データベース
の復元は、 インテル® Optane™ SSD で 2 倍
高速化。 工場で普段使われるコマンドはリー
ドおよびライトのクエリーが混在し同時に実
行され、 ライト負荷の高いクエリーでは 20%
の高速化を実現。

インテルの工場は、I/O 負荷の高いワークロードで、 日々膨大な量のデータを処理しています。 VMware 
vSAN* 環境での仮想化により、 サーバー統合で素晴らしい成果が得られました。 以前の設計ではキャッ
シュ層に NAND SSD が使用されていたのに対し、 新しい設計ではインテル® Optane™ SSD が使用
され、 インテルの NSG 工場のさまざまなワークロードに要求されるパフォーマンスのさらなる向上が
図られています。 仮想環境のキャッシュ層にインテル® Optane™ SSD を追加することで、 ディスクグ
ループ数を 3 から 2 へ削減することが可能になりました。 その結果、 同じレベルのパフォーマンスを維
持しつつ、 ストレージコストを削減できました。 さらに、 NAND SSD オールフラッシュ・システムでは

キャッシュ容量として 900GB 必要とされていたのに対し、 インテル®︎ Optane™ SSD を搭載することで
キャッシュ容量を 375GB に最適化。 統合環境の仮想化により、 保守管理が簡素化され、 稼働時間やハー

ドウェア稼働率が向上しました。
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VMware vSAN* 導入においてインテル® Optane™ SSD を使用することに
より、 コストや容量の制限を受けることなく、 効果的にスループットを向上

させ、 レイテンシーを低減することができます。

インテル® Optane™ SSD でストレージコストを削減
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インテルのファクトリー・オートメーションとは

インテルの製造部門と VMware との協業により、 パフォーマンス
の最適化にインテル® Optane™ SSD を活用して、 急成長中の統
合仮想環境を構築することができました。

インテルにおける工場の自動化は、 そのプロセスや製造実行シス
テムが高度なことで知られています。 また、 仮想化により、 インフ
ラストラクチャーのコスト効率も高くなっています。 インテル® 
Optane™ SSD を使用して、 大容量の複雑なデータセットやワー
クロードの最適化、 保存、 高速化が可能になります。 インテル® 
Optane™ SSD の低レイテンシー、 高耐久性、 一貫した応答性と
いう優れた組み合わせは、 インテル製造部門の自動化アーキテク
チャーに求められるキャッシングやストレージの高速性に対する
要件に適合しています。

リアルタイムのメリットには、 ウェブ・サーバー、 定期ジョブ、 デー
タベース ・ アプリケーションなどのパフォーマンスの大幅な向上、
少ないホストでより多くのアプリケーションを稼働できることによ
るコスト削減、 パッチの適用など保守管理における実行の簡素化

および迅速化などが含まれます。
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インテル®  Optane™ SSD により、 仮想化プラットフォームに要求される追加
のパフォーマンス要件を満たすことができました

1 性能の測定結果はインテル IT 部門による 2020年3月～6月時点のテストに基づいています。ベースライン : 10ノード vSAN* クラスター。ノード当たり 2x インテル® Xeon® Platinum 8168 プロセッサー
（2.7GHz / 24 コア / 205W）、CPU ソケット : 2 ; RAM 容量 : 768GB – 24x32GB DIMM ; RAM モデル : HPE* 32GB（1x32GB）デュアルランク x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered ; ストレージ : 
各 3DG に 7x960GB インテル® SSD S4600 およびキャッシュ 1x960GB インテル® SSD S4600 を搭載 ; ネットワーク : 10 / 25Gb 2ポート 640SFP28 アダプターを介する vSAN* 冗長ネットワーク ; OS : 
VMware ESX* 6.7。新しい構成 : 6 ノード vSAN* クラスター。ノード当たり 2x インテル® Xeon®  Platinum 8168 プロセッサー（2.7GHz / 24コア / 205W）、CPU ソケット : 2 ; RAM 容量 : 768GB – 
24x32GB DIMM ; RAM モデル : HPE* 32GB（1x32GB）デュアルランク x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered ; ストレージ : 各 2DG に 7x1.92TB インテル ® SSD S4600 およびキャッシュ 
1xNVMRE インテル® Optane™ SSD P4800 375GB を搭載 ; ネットワーク : 10 / 25Gb 2ポート 640SFP28 アダプターを介する vSAN* 冗長ネットワーク ; OS : VMware ESX* 6.7U3

 インテル® Optane™ SSD で SQL データベース復元が 2 倍高速化 : 両方の環境に対して同じファクトリー DB 復元で、ベースラインでは 61 分かかるのに対し、新しい構成では 31 分（2 倍高速化）。

 ライト負荷の高いクエリーのパフォーマンスが 20％ 高速化 : 両方の環境に対して同じファクトリー DB 復元で、2 つの別個の SQL セッションをループで実行（1 つはすべての 555DB テーブルからリードス
キャンを実行、2 つ目のセッションはすべての DB テーブルを更新）。ベースライン（Optane ではない）で 60 分、新しい構成（インテル® Optane™ SSD 搭載）で 90 分ループを実行 ; 更新レートは、ベースラ
インでは 60111 レコード / 秒であるのに対し、新しい構成では72370 レコード / 秒 ; リードは、ベースラインでは 31.6M レコード / 秒であるのに対し、新しい構成では 24.2M レコード / 秒。

 インテル® Optane™ SSD で欠陥ソース分析アプリケーションが 14％ 高速化 : 同じ DB に対してジョブを実行。テストを 4 回繰り返し、過去のデータを処理。ベースラインの平均実行時間 2 分 4 秒に対し、
新しい構成の平均実行時間は 1 分 47 秒。

 物理環境から仮想環境への（P2V）移行のパフォーマンスが 11％ 高速化 : 5 つの物理サーバーの P2V 向け VMware vCenter* Converter* スタンドアロン・クライアント / サーバー / バージョン 6.2.8 ビ
ルド - 8466193（全体で 1TB）をベースライン・システムと比較（4 時間）。

 性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定のコ
ンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。結果はこれらの要因によって異なります。製品の購入を検討される場合は、他の製品と組み合わせた場合の本製
品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。詳細については、http://www.intel.com/benchmarks/（英語） を参照してください。性能の測
定結果は構成情報に記載された日付時点のテストに基づくものです。また、公開中のすべてのアップデートが適用されているとは限りません。構成の詳細については、補足資料を参照してください。絶対的な
セキュリティーを提供できる製品やコンポーネントはありません。インテルのテクノロジーを使用するには、対応したハードウェア、ソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。コスト
と結果は状況によって異なります。

 インテル、Intel ロゴ、その他のインテルのマークは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

 * その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
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現在、 インテル NSG の製造工場は、 必要な冗長性・可用性を備え、 仮想
化されたウェブ / アプリケーション / データベース・サーバーをホストする
VMware vSAN* 標準クラスターに、 自社製品のインテル® Optane™ SSD 
を使用しています。 このソリューション・アーキテクチャーで、 工場の重要
なアプリケーションやデータベースのパフォーマンスを向上することがで
きました。

将来的には、 インテル® Optane™ パーシステント・メモリー・モジュール
へのアップグレードすることで、 ホスト当たりの VM 数増加を目指します。

仮想インフラストラクチャー
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https://edc.intel.com/content/www/jp/ja/products/performance/benchmarks/overview/

