
課 題

•	 	データセンターのスペース削減

•	 	サーバーコストの軽減

•	 	サーバー当たりのメモリー容量の増強

ソリューション

•	 	インテル®	Optane™	DC	パーシステント・メモリー

•	 	インテル®	Xeon®	Gold	6222V	プロセッサー

導入効果

•	 	高速レスポンスの実現

•	 	VM当たりの割り当てメモリー容量を33%向上

•	 	VM収容率が最大3倍に向上

•	 	VM当たりの単価が前期比で41%削減

•	 	データセンターのスペース効率の向上

Beyond Carrier を推進し、情報革命を新たなステージへ

「情報革命で人々を幸せに」 を経営理念に、移動体通信事業、ブロードバンド・サービス、固定通信
事業を軸としたさまざまなビジネスを展開するソフトバンク株式会社。長年、ソフトバンク・グルー
プの通信事業を牽引してきた同社は、2018年12月、東京証券取引所1部に上場を果たしており、
現在はキャリアを超えるBeyond	Carrier戦略のもと、情報革命を新たなステージへと進めています。

中核となる通信事業では、ソフトバンク、ワイモバイル、LINEモバイルの3ブランドで多様なニーズ
に対応。ソフトバンク、ワイモバイルのユーザーにはヤフーとの連携で独自サービスを提供してい
ます。さらに固定向けの光回線や法人向けサービスも展開しつつ、高速・大容量、低遅延の「5G」 の
実用化に向けて、AI、 IoT、ロボット、自動運転などの先端技術を用いた新たなサービス・ソリュー
ションの技術開発・実証実験を進めています。

常に革新と挑戦を続ける同社のBeyond	Carrier戦略を IT面から支えているのが、IT本部	ITイン
フラ統括部です。 IT本部	ITインフラ統括部	統括部長の鈴木忠之氏は「通信サービスやそのインフ
ラが日々の生活やビジネスにおいて不可欠な存在となり、重要性は増すばかりです。私どもIT本部
の役割は、通信の安全・安定を最優先にしながら最新技術を追求し、情報革命で人々を幸せにする
ことにあります」 と語ります。

ソフトバンク株式会社

設立：1986年12月9日

資本金：2,043億900万円 
（2019年3月31日現在）

売上高：3兆7,463億円（2019年3月期）

従業員数：約17,100名 
（2019年3月31日現在）

事業内容：移動通信サービスの提供、携帯端
末の販売、固定通信サービスの提供、インター
ネット接続サービスの提供

https://www.softbank.jp/

インテル® Optane™ DC パーシステント・メモリーのパフォーマンスを検証

ソフトバンクの通信事業を支えるインフラ基盤で
最大3倍の VM 収容率の向上と
41% のコスト軽減を確認

検証事例
インテル®	Optane™	DC	パーシステント・メモリー
データセンターの効率、パフォーマンス
通信/メディア

https://www.softbank.jp/
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サーバー集約率の向上に向け 
インテル® Optane™ DC パーシステント・メモリーの 
機能・性能を検証

通信事業者であるソフトバンクでは、基幹系システムをはじめ、同社と協
力会社の社員約45,000人が利用する情報系システム、コールセンター ・
システムといった日々の業務で利用するアプリケーション、携帯ショップ
で利用する店舗システムや課金システム、スマホアプリやクラウドサー
ビスといった顧客向けサービスなどを中心に、10,000台を超える仮想マ
シンが社内のIT基盤として活用されています。同社は2015年にソフト
バンクモバイル、ソフトバンクBB、ソフトバンクテレコム、ワイモバイル
が1つになって誕生した経緯もあり、データセンターは複数拠点に分かれ、
1,000本を超えるラックを管理しています。

ソフトバンクでは、インフラの効率化に向けて10数年前から仮想化基盤
を導入してきましたが、ハードウェアの老朽化が進み、障害時のオペレー
ション工数も年々増えてきました。仮想化基盤も業務用途に合わせて適
材適所で導入を進めた結果、VMware*、Hyper-V*、 Xen*、 KVMなどの
商用製品のハイパーバイザーやOSSのOpenStack*	などが乱立してい
ました。

毎年1,000台を超えるペースで仮想マシンが増えていく中で、データセン
ター内のラックスペースも圧迫されてきました。そこでサーバー集約率を
高め、インフラコストを軽減する目的で、2018年にVMware*	に統一し
た統合仮想化基盤を構築し、2019年6月より旧仮想化基盤で稼動して
いるシステムの集約に着手しました。

ところが約1,000台の仮想マシンの移行を終えた段階で、仮想化基盤の
リソースの使用状況を確認してみたところ、CPUの利用率は余裕がある
にもかかわらず、メモリーの割当率は100%近くまで達し、限界寸前の
状態であることが確認されました。 IT本部	ITインフラ統括部	IT基盤部	
部長の種邑宏平氏は次のように語ります。

「通信アクセスのピークがあるため、インフラ基盤は繁忙期の容量に合わ
せて投資をしています。 CPUは使用率が変動しますが、メモリーは最初
に割り当てた容量が固定で確保されてしまうため、メモリーが先に足り
なくなるという現象が起こります。また、オーバーコミットで物理リソース
以上の仮想リソースを割り当てることが可能なCPUと比べて、メモリー
はオーバーコミットが推奨されておらず、集約率を高めようとするとメモ
リーリソースが先に枯渇してしまいます」

こうした課題の解決に向けてソフトバンクが着目したのが、高いアクセ
ス性能と大容量化を両立した不揮発性メモリーのインテル®	Optane ™	
DC	パーシステント・メモリーです。 2019年4月にインテルからリリース
されると即座に採用し、統合仮想化基盤への導入可否の判断および動作・
有用性について検証を実施することにしました。 IT本部	ITインフラ統括
部	IT基盤部	IT基盤設計課	課長の大宮佑介氏は「今後導入するサーバー
設計の検討材料とするとともに、サーバーの集約率向上に寄与できるか
を検証することが目的です」 と振り返ります。

商用環境と同様の構成を用意し、 
構築・機能・性能・設計を検証

ITインフラ統括部は、インテル®	Optane™	DC	パーシステント・メモリー
を搭載した2台のサーバーを評価機として借り受け、商用環境と同様の
構成を組んで検証を実施することにしました。同社では、1本のサーバー
ラックに16台のサーバーと、2台のネットワーク機器、1台のストレージ
を搭載して商用環境を提供しています。今回は、サーバーラックの中に
ある16台のサーバーのうち2台を評価機と入れ替え、ネットワークやス
トレージ、 VMware*	の仮想化環境構成はすべて変更することなく検証

を実行しました。「当社の場合、ラック単位で疎結合することで可用性を
高めています。そのため、仮に障害が発生したとしてもラック内に影響が
限定されるため、全体に波及することはありません」 と大宮氏は話します。
検証の概要は下記のとおりです。

●評価機

サーバー＃ 1
CPU：インテル®	Xeon®	Gold	6252	プロセッサー
メモリー：インテル®	Optane™	DC	パーシステント・メモリー	128GB ×
12（1.5TB）
メモリーキャッシュ：DRAM	16GB×12（192GB）
SSD：SATA	480GB、NVMe*	4TB
NIC：10Gb	デュアルポート

サーバー＃ 2
CPU：インテル®	Xeon®	Platinum	8260L	プロセッサー
メモリー：インテル®	Optane™	DC	パーシステント・メモリー	256GB ×
12（3.0TB）
メモリーキャッシュ：DRAM	32GB×12（384GB）
SSD：SATA	480GB、NVMe*	4TB
NIC：10Gb		デュアルポート

●検証スケジュール

検証は2019年7月から9月までの3カ月間で実施しました。最初の1カ月 
は環境調査と社内調整を実施し、具体的な検証プランを作成。 8月から
データセンターでの現地作業に移行し、検証環境を構築しました。実際の
検証は8月2週目から開始し、機能検証と性能検証を約3週間で実施し
ています。 9月は検証環境構成の変更禁止期間として、CPUの負荷をほぼ
100%の状態に維持したまま運用を1カ月間続けるロングラン試験を
実施。性能検証の結果を受け、本番適用に向けた設計に着手しました。

●検証項目

検証では、構築・機能・性能・設計の4項目について、以下に示す9つの試
験を実施しています。検証項目も商用での利用を見据えた現実的なもので、
最初のインストールから、機能と性能の試験、消費電力測定までをカバー
しています。大宮氏は「本番運用での大きなポイントが消費電力です。当社
では複数拠点のデータセンターで1,000本を超えるラックを管理していま
すが、1ラック当たりで利用可能な消費電力が決まっています。そこで検証
では許容範囲に収まることを確認する必要がありました」 と語ります。

•  構 築

	 1		インストール
	 	 	社内標準手順でOSのインストールが可能であること
	 2		vCenter/Cluster追加
	 	 	vCenter/Clusterへの追加が可能であること

•  機 能

	 3		基本機能
	 	 	VM構築、vMotion、DRSなどのVMware*	の基本機能の確認
	 4		障害試験
	 	 	電源OFFによるVMware*	HA、サーバー混在試験
	 5		ロングラン試験
	 	 	検証機貸出期間内にて1カ月間、CPUの負荷を100%の状態でロン

グラン試験
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•  性 能

	 6		ベンチマーク取得
	 	 	インテル®	Optane™	DC	パーシステント・メモリー搭載サーバーでの

ベンチマーク
	 7		ベンチマーク比較
	 	 	既存サーバーとのベンチマークの比較

•  設 計

	 8		消費電力測定
	 	 	設計時に必要な消費電力の測定
	 9		仮設計
   インテル®	Optane™	DC	パーシステント・メモリーを搭載した際の仮設計

●検証結果

構築および機能の検証は、問題もなく完了し、商用環境でも利用できる
ことを確認しました。ベンチマーク・ツールのUnixBenchを使ったサー
バー性能検証の結果は、8コア32GBのVMを作成して測定した場合で、
インテル®	Xeon®	Silver	4114	プロセッサーを搭載した現行機より、
インテル®	Xeon®	Gold	6252	プロセッサーを搭載した検証機が軒並み
高い数値を示しています。

ベンチマーク・ツールのLMbench3を使ったメモリー ・レイテンシーの
測定は、 8コア32GBの場合は両者で大きな変化はありませんでした。

8コア384GBのVMを作成して測定すると、 ピークのレイテンシーは
既存環境が約110nsであるのに対し、インテル®	Optane™	DC	パーシス
テント・メモリーを搭載したインテル®	Xeon®	Gold	6252	プロセッサー
搭載のサーバー環境では約340nsとなりました。これはVMのメモリー
容量が384GBということで、DRAMのバッファ領域（384GB） からあふ
れてインテル®	Optane™	DC	パーシステント・メモリーにデータを書き
込み始めたことから増加したと考えられますが、アプリケーション観点で
は問題ないことを確認しました。

VM 当たりのコストは前期比で、 
41% の削減が可能と試算

検証の結果から、1VM当たりのメモリー割り当て容量を33%向上1	でき
ることが分かり、最大3倍程度のVMを収容できることが確認されました。
実際の調達ではコア数が近く消費電力が抑えられたインテル®	Xeon®	
Gold	6222Vプロセッサーを採用しました。その結果VM当たりの単価も、
2018年度上期の調達費用と比較して、41%の削減が可能と試算してい
ます。サーバー単価は1台当たり15%の増加を見込んでいますが、集約
率が向上することでサーバー数とVMware*	ライセンス費用は削減され、
全体的なコストは下がる見込みです。

物理サーバー当たりの集約率向上で、年間需要に対するラックの投資数
も減るため、データセンターのスペース効率の向上が期待できます。共有
ストレージもラック数の減少と比例して減少する見込みです。

コスト算出 （調達実績）

2018 年度上期調達と比較すると、 VM 当たりの単価は 41% Down

サーバー 1 台当たりのコスト

2018 年度上期調達

インテル® Xeon® Silver
4114 プロセッサー

インテル® Xeon® Gold
6222V プロセッサー

インテル® Xeon® Silver
4114 プロセッサー

インテル® Xeon® Gold
6222V プロセッサー

VMware* Licence

Server
40 コア
512 GB

VMware* Licence

Server
80 コア

1536 GB

2019 年度下期調達 2018 年度上期調達 VM 単価
（30VM / 台）

2019 年度下期 VM 単価
（60VM / 台）

+15%

1 VM 当たりのコスト

1 VM 当たりの性能試験向上
CPU ： 変更なし
MEM ： 33%UP

-41%

1 VM
1.3 コア
17.0 GB 1 VM

1.3 コア
25.6 GB
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1	 	ソフトバンクにおける以下検証の結果
	 	•	 	インテル®	Xeon®	Silver	4114	プロセッサー：40コア （インテル®	ハイパースレッディング・テクノロジー有効）、512GB
　	 	30VM収容時の1VMリソース：1.3コア、17.0GB
	 	•	 	インテル®	Xeon®	Gold	6222V	プロセッサー：80コア （インテル®	ハイパースレッディング・テクノロジー有効）、1,536GB
　	 	60VM収容時の1VMリソース：1.3コア、25.6GB
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統合仮想化基盤をすべて 
インテル® Optane™ DC パーシステント・メモリーに置き換え

IT インフラ統括部では、 検証によって期待どおりの結果が得られたこ
とから、 2019年度下期より仮想化基盤用のサーバー調達をインテル®	
Optane™	DC	パーシステント・メモリー搭載のサーバーに切り替えるこ
とを決定しました。 種邑氏は「2020年2月以降にリリースする仮想化
基盤はすべてインテル®	Optane™	DC	パーシステント・メモリーに置き
換えたものになります。まずは約300台のインテル®	Optane™	DC	パー
システント・メモリー搭載サーバーを導入し、移行して運用する予定です」
と語ります。

仮想化基盤の新プラットフォームに切り替えた ITインフラ統括部は、
インテル®	Optane™	DC	パーシステント・メモリーをデータベースや、
マルチアクセス・エッジ・コンピューティング （MEC） の領域での適用も
検討しています。また、IT本部のアプリケーション開発部門やDevOps
の部門などに対しても今回の検証結果を展開中です。鈴木氏は「仮想
マシンのメモリー枯渇はどこでも問題となっています。積極的に情報を
共有して、社内全体の底上げを図っていきます。 インテルには、引き続き
最新の情報提供を期待しています」 と話します。

インテル®	Optane™	DC	SSD	およびインテル®	Optane™	テクノロジーに
関する詳細については、http://www.intel.co.jp/optane/を参照して 
ください。

インテル® Optane™ DC パーシステント・メモリー

DRAMに近い低レイテンシー（従来SSDの最大40倍） の大容
量メモリーを低コストで実現する。かつ、不揮発性メモリーであ
るため、サーバー電源が障害などで落ちてもデータは保持される。

超高速な不揮発性メモリーとして動作する「Appダイレクト
モード」 と、大容量のメモリーとして通常のDRAMと同様の使い
方が可能な「メモリーモード」 の2つの動作モードを備える。
メモリーモードはバイト単位が安価となるため、DRAMより速度
は落ちるが安価なRAMとして利用できる。

http://www.intel.co.jp/

