検証事例
インテル® Optane™ DC SSD
データセンターの効率、パフォーマンス
教育

インテル® Optane™ DC SSD をキャッシュに用いた
オールフラッシュ HCI で
I/O 処理のレイテンシーを短縮
低レイテンシーと高い安定性でコストとパフォーマンスの両立を実現するインテル® Optane™ DC SSD
成城大学

課題

所在地 ： 東京都世田谷区成城 6-1-20

• HCI ストレージ基盤の安定性向上

設 立 ： 1950 年 4 月 1 日

• パフォーマンスの改善

学生数 ： 大学 5,698 名、
大学院 78 名（2019 年 5 月 1 日現在）

ソリューション

教員数 ： 155 名（2019 年 5 月 1 日現在）

• インテル® Optane™ DC SSD
• インテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサー

組織構成：大学（経済学部、 文芸学部、 法学部、
社会イノベーション学部）、 大学院（経済学研
究科、 文学研究科、 法学研究科、 社会イノベー
ション研究科）

導入効果

https://www.seijo.ac.jp/

• I/O 処理のレイテンシーをミリ秒単位からマイクロ秒単位に短縮

• VMware vSAN*（VMware）

• アプリケーションのレスポンスの改善
• システムの管理業務の効率化

2014 年、HDD と SSD ハイブリッド構成の VMware vSAN* による HCI への移行
人文社会科学系の総合大学として、経済、文芸、法、社会イノベーションの 4 学部 11 学科を構成し、
グローバル社会を生き抜く「独立独行」 の人材育成に取り組む成城大学。 同学の IT 管理全般を担
うメディアネットワークセンターは、 学生に「今の IT」 を体験してもらうことを目指し、 先進的な IT
の導入を進めています。 2016 年には従来型のパソコン教室をカフェのようなラウンジ型の自習室
に改装。 学生には貸出用 PC のほかにも BYOD（Bring Your Own Device ： 個人所有デバイスの
利用） を許可し、学内から自由に各種情報にアクセスして学習できる環境を整えています。
成城大学におけるメディアネットワークセンターの役割は、PC や設備の整備に加えて、インターネッ
トや Wi-Fi* などのネットワーク環境、学生や職員が利用するメール、図書館システム、研究室が利
用している各種アプリケーションを運用するサーバー環境、セキュリティー ・ アプライアンスの管理
環境など、学内の IT インフラストラクチャー全般を管理することにあります。 学内の IT インフラスト
ラクチャーを支える仮想化基盤として成城大学は、2014 年に VMware vSAN* を採用し、ハイパー ・
コンバージド ・ インフラストラクチャー（HCI） に移行しました。
導入当初は SSD と HDD のハイブリッド構成で運用していましたが、安定性に欠け、パフォーマンス
も十分ではありませんでした。 メディアネットワークセンター課長の五十嵐一浩氏は「2014 年当時
は VMware vSAN* の初期ということもあり、運用面で苦労がありました。 管理系アプリケーション
の I/O 負荷も高く、図書館システムでバッチ処理を実行したところかなり高い負荷がかかりました」
と振り返ります。

レイテンシーの短さと安定性を評価し、次期 HCI にインテル® Optane™ DC SSD を採用
成城大学
メディアネットワーク
センター
課長
五十嵐 一浩 氏

VMware vSAN* の導入から 5 年が経ち、 ハードウェアのリプレース時期を迎えたことから、 次期
HCI への移行を検討。 次世代の基盤はオールフラッシュ構成とし、 高速 SSD と NAND 型 SSD を組
み合わせることで、 コストとパフォーマンスの両立を目指しました。 その中で、 高速 SSD として着目
したのがインテル® Optane™ DC SSD です。 五十嵐氏は以前から VMUG（VMware のユーザーグ
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ループ） に参加したり、 技術書を参照したりしながら、 最新の技術情報を
収集してきました。 今回インテル® Optane™ DC SSD を採用した決め手
は、レイテンシー（遅延時間） の短さと安定性の高さにあったといいます。
「メモリーセル単位でデータを処理するインテル® Optane™ DC SSD は、
複数のメモリーセルを束ねてページ単位でデータを参照する NAND 型
SSD と比べてランダムアクセスのレイテンシーが短く、高いスループット
が実現できます。 各記憶素子はトランジスターを使用していないため記
録密度が高く、スペースを省きながら大容量のメモリーを実装することが
可能です。 インテル® Optane™ DC SSD は、 NAND 型 SSD と異なり消去
もブロック単位で行う必要はなく、ビット単位の書き換えが可能で、安定
した書き込み性能と耐久性とを兼ね備えています。 インテル® Optane™
DC SSD を活用することで、 仮想化基盤の運用想定期間を大幅に上回る
設計寿命を確保することができました。 インテル® Optane™ DC SSD は、
NAND 型 SSD のようにドライブの寿命による運用中の交換を考慮する
必要がなく、 オペレーション効率も高まるため、 早い段階からインテル®
Optane™ DC SSD の利用を構想していました」（五十嵐氏）
オールフラッシュによる HCI へのリプレースは、 認定ソリューション
（Ready Node） による事前検証済みのハードウェアではなく、 動作認定
されたコンポーネントを組み合わせて自前で構成しました。 プロジェクト
は 2018 年 9 月にスタートし、11 月から本格的な検討に着手。 2019 年 4
月には新たな HCI 環境上で新システムが稼動し、9 月には旧環境で稼動
していた既存システムの移行を終了しています。

リティーやログ管理などのアプリケーションのレスポンスが大幅に改善
されました。
「特に管理系のシステムで書き込みが関係している部分のパフォーマン
スの改善が顕著です。 以前はしばらく時間が経っても DB への書き込み
処理が終わらないため、 途中でコーヒーを飲みに席を外したり、 バック
エンドでほかの処理をしているうちに忘れてしまうこともありました。
今はすぐにレスポンスが返ってくるので快適です。 こうした積み重ねが管
理業務の効率向上につながり、メディアネットワークセンターとしてより
新しい技術の導入にチャレンジする時間を確保することが可能になりま
した」（五十嵐氏）
従来システム
Hybrid

新規導入システム

AFF（インテル® Optane™ DC SSD）

RDLAT: Read Latency（読み込みレイテンシー）
WRLAT: Write Latency（書き込みレイテンシー）

I/O 処理のレイテンシーはミリ秒単位からマイクロ秒単位に改善

システムの仮想化に Kubernetes* の活用を検討

新しい HCI 基盤は、ワークロード用に 6 台、管理系に 3 台、合計 9 台のホ
ストで構成しています。 現在は 9 台のホスト上で 90 ～ 100 台の仮想マ
シンが稼動しており、 今後もユーザーの要望に応じて仮想マシンを拡張
する予定です。 サーバーのプロセッサーにはインテル ® Xeon® スケーラ
ブル ・ プロセッサーを採用。 各ホストには 10G のネットワーク ・ ポートを
計 6 本搭載し、 2 本はストレージ用、 2 本はワークロード間の通信に使用
しています。

今後については、 2020 年に Wi-Fi* システムをリプレースし、 仮想アプ
ライアンス化して HCI 上で稼動することを予定しています。 新たなチャレン
ジとしてはシステムの仮想化にコンテナー型の Kubernetes* を活用す
る方針で、継続して仮想マシンをコンテナーに移行する際のパフォーマン
スや負荷を HCI 環境上で検証していく予定です。

ワークロード用のクラスターには、 1 台に 375GB のインテル® Optane™
SSD DC P4800X を 2 枚 挿 し て キ ャ ッ シ ュ と し て 利 用 し て い ま す。
「VMware vSAN* のキャッシュは最大でも 600GB あれば十分で、なおか
つキャッシュは書き込み時のみしか利用しないため、インテル® Optane™
SSD の利用は、 書き込み速度を求める私たちの要求に叶ったものです」
と五十嵐氏は語ります。

学生向けに提供している対話型 AI ロボットから得られる画像データや
音声データを蓄積するデータレイクを別途構築し、HCI 環境から蓄積デー
タを活用したり分析したりすることも検討中で、さまざまな新技術を調査
しながら数年後の IT 環境のデザインを構想しています。 「学生が楽しい
大学生活を送れるように、 最新の IT を導入していく予定です。 インテル
にはプロセッサーから SSD、 ネットワーク、 IoT デバイスまで、 突き抜け
たテクノロジーで私たちの要望に応えていただくことを期待しています」
と五十嵐氏は話しています。

新システムに移行したことで、期待どおり大幅なパフォーマンスの向上と
システムの安定が実現しました。 従来の HCI 環境でミリ秒単位だった I/O
処理のレイテンシーはマイクロ秒単位に向上しました。 その結果、セキュ

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。
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