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プライベートクラウドサービスのストレージを刷新
VMware vSANとオールフラッシュの組み合わせで
シンプルかつ高性能なクラウド基盤を提供
課題

IDC フロンティアは、全国 9 つのデータセンター施設や総容量 890Gbps のネット

• リーズナブルで柔軟なプライベートクラウ

ワークといった自社設備を基に、安心・安全なデータセンターサービスやクラウド

ドサービスへの要求

• 性能をスケールできないストレージアプ
ライアンス

• リードタイムと管理コストの肥大化
ソリューション

VMware vSAN によって、サーバ内蔵の
フラッシュストレージでストアを構築。専用
ストレージは不要で、2 重障害に対応する
構成が最小 6 台のサーバから運用でき、ス
ケールアウトも容易になった。ハードウェア
構成がシンプルになり、また VMware 技
術に統合してソフトウェア制御が可能に
なったことで運用負荷が軽減し、
リードタイ
ムも大幅に短縮された。

導入効果

• 2 重障害に対応する構成をサーバ 6 台か
らのスモールスタート可能

• サーバだけでクラウドを構築可能に
• ハードウェアの運用工数が大幅に削減
導入環境

• VMware vSAN
• VMware vRealize Operations

サービス、データ分析基盤サービスなどを展開しています。昨今では、専有設備を
提供するプライベートクラウドへのニーズが高く、より安価で利便性の高いサービ
スが求められていました。特に課題の大きかったストレージアプライアンスを
「VMware vSAN」に置き換えることで、安定性を確保しつつ 3 倍〜 12 倍の性能向
上を達成。これまでよりもリーズナブルなスモールスタートが可能となりました。
プライベートクラウドサービスが抱える
ストレージの課題

IDC フロンティアは、Yahoo! JAPAN グルー
プの戦略 IT インフラプロバイダーとして、デー
タセンターサービスやクラウドサービス「IDCF
クラウド」
、ビッグデータ分析基盤サービスな
どを提供しています。
「ビッグデータや IoT などの新しい取り組みが
進むにしたがって、
日本中でデータの価値と量
が高まりつつある中で、当社は次世代の“デー
タ集積地”となり、データが生み出す新しい価
値を提供できると考えています。常に“ユーザー
第一主義”の精神で、安全で品質の高いサー
ビスを提供します」
と、カスタマーサービス本
部 プラットフォームエンジニアリング部 クラウ
ドインフラアーキテクトの菊石謙介氏は説明
します。
同社のサービスの中で、多くのユーザーから支
持を得ているのが「プライベートクラウドサー
ビス」です。他社の利用負荷から影響を受ける
ことなく、可視化された安全性が保たれ、かつ
予算を計上しやすい価格体系を実現するため、
すべてのコンピューティングリソースをユーザー
専有とするクラウド環境を提供するものです。
オンプレミスのプライベートクラウドとは異な
り、IDC フロンティアの保守・運用サービスに
よって確実に保護され、
データセンターサービ
スやパブリッククラウドサービスとのハイブリッ
ド構成も一気通貫で任せることができます。
しかし、カスタマーサービス本 部 プラット
フォームエンジニアリング部 クラウドグループ
の朴昶柱氏によれば、人気のサービスにも課
題がありました。
「このサービスでは、パブリッククラウドと同等
のストレージアプライアンスを採用していまし
た。そのため、最小構成でも大容量かつ高価に

なりがちで、スモールスタートしたいユーザー
には適さなかったのです。拡張性が乏しく、設
計や管理も煩雑で、
ユーザーが増えるほどに運
用負荷が肥大化していきました。今後、さらに
プライベートクラウドのニーズが高まっていけ
ば、
いずれ限界が生じてしまいます」
（朴氏）
こうした問題を解決するため、IDC フロンティ
アは、ストレージ領域に「VMware vSAN」を
採用した新しいプライベートクラウドサービス
をリリースしました。

オールフラッシュ構成でも
スモールスタートできる
新しいプライベートクラウドは、サーバのみで
構成され、従来の専用ネットワーク機器やスト
レージは不要となりました。以前よりもずっと
小さなサイズからスモールスタートできるほか、
ストレージはサーバ 1 台単位で増設でき、性能
もリニアにスケールします。また、ハードウェア
のサイジングや調達、構築にかかる手間がな
くなり、トラブルシューティングなどの運用保
守にかかる時間も短くて済むようになりました。
もともと IDC フロンティアでは、VMware テク
ノロジーを用いてクラウドサービスを提供して
いるため、VMware vSAN の導入によって、
アーキテクチャを統一できたことも、運用負荷
の軽減に寄与しています。
「以前の環境では、環境の構築と動作試験に
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「私たちは、オールフラッシュの性能と

VMware vSAN の利便性を、なるべく

早くユーザーへ提供したいと考えてい
ました。プライベートクラウド基盤の刷
新検討から 8 か月という短期間で新し
いプライベートクラウドサービスを開始
できたのは、ヴイエムウェアの手厚く高
度なサポートのおかげです」
株式会社 IDC フロンティア
菊石 謙介 氏
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カスタマープロフィール
Yahoo! JAPAN グループの戦略 IT インフラ
プロバイダーとして、東西に配備された 9 つの
データセンター設備と総容量 890Gbps とい
うネットワーク基盤を軸とした、高性能で信頼
性の高い IT サービスが特長。次世代の「デー
タ集積地」を目指し、データセンターサービス
やクラウドサービスのほか、
ビッグデータ分析
サービスにも注力する。

まる 5 日はかかり、設計や調達を含めると、完
成まで 2 か月を要しました。今では、構築・試
験は 2 日で完了し、場合によっては 1 週間で納
品することも可能です」
（菊石氏）

VMware vSAN の安定性や性能を検証しま

した。

「読み込み性能は、最小構成でも従来の 3 倍
から 12 倍の向上、書き込み性能においても現
行ストレージと比較して遜色のない性能が出
本サービスのポイントは、サーバのローカル
せることを確認できました。I/O 負荷を上げて
ディスクにオールフラッシュ構成を採用してい
も、性能にゆらぎは生じませんし、その状態で
ることです。RAID6 相当の保護レベルを確保
するため、最小構成でも 6 台のサーバを用い、 サーバをダウンさせても問題はありませんで
した。これは想定以上の結果です」
（朴氏）
VMware vSAN データストアを形成します。
もともと IDC フロンティアは、以前からフラッ
シュディスクを用いた高性能なサービスの提
供に注目していました。2011 年ごろからフラッ
シュをサービスに導入しはじめ、IDCF クラウ
ドでは 2015 年にオールフラッシュストレージ
を採用。その後、SSD ローカルディスク専有プ
ランもローンチしています。
「HDD との階層型にすると、どうしても性能に
ゆらぎが生じます。また、フラッシュの高速性
自体が絶対的で、最近では容量単価の弱点も
克服されつつあります。HDD とくらべて故障
率が圧倒的に低く、ディスク交換に伴う運用
保守の負荷は 100 分の 1 程度に抑制されます。
そのため、オールフラッシュへの対応は、当社
にとって必須要件でした」
（朴氏）
朴氏らは、OSS を含むさまざまな技術や製品
を検討してみたものの、いずれも決め手に欠
けました。アーキテクチャを統一化でき、自社
が得意とするハイブリッド環境に適し、経験も
豊富でサポートも充実している VMware 技
術が最適だと考えていたところへ、VMware
vSAN がオールフラッシュ、RAID6 に対応し
たため、導入を決定することになったのです。

最大 12 倍の性能向上と
「見えるクラウド」の実現

IDC フロンティアでは、VMware vSAN の採
用にあたり、徹底的な “限界試験”を繰り返し、

構築や検証を含めて、サービスのローンチに
至るまでには、ヴイエムウェアの “これまでに
経験したことのない協力体制” がありました。
この高度なサポートがなければ、検討から約
8 か月という短期間でサービスをローンチする
ことはできなかったと、菊石氏は語ります。

VMware vSAN の採用によってクラウドの構
成がシンプルになり、
また VMware vRealize
Operations によって、ブラックボックスにな
（ス
りがちだったストレージを含めて“見える
ケルトン）
クラウド”を提供できるようになりま
した。ローンチから数か月が経った現在でもト
ラブルはなく、すべて可視化された環境の使
い勝手の良さが、ユーザーにも認められてい
ます。
「新しいプライベートクラウドサービスは、導入
のハードルを下げ、オンプレミスからの移行を
促進するものと確信しています。さらに幅広い
ユーザーから支持されるように、サービスの
品質を高め、進化させていきたいと考えていま
す」
（菊石氏）
菊石氏は、VMware の新しい技術を積極的
に検討し、取り入れていきたいと述べています。
それもすべて、最先端の有用な技術をユーザー
へ届けるためです。IDC フロンティアの高品質
でパワフルなサービスを、VMware テクノロ
ジーが支え続けます。

プライベートクラウド Version 1

VM

VM

VM

VM

VM

プライベートクラウド Version 2

VM

VM

vSphere

L2 Switch

VM

VM

VM

VM

vSphere + vSAN

L2 Switch

大容量ストレージアプライアンス
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●

サーバのみのシンプルなハードウェア構成

●

スモールスタートとスケールアウトが容易

●

ハードウェアの構築・運用工数を大幅削減

●

納品日数を 2 ヵ月から 1 週間に短縮

●

オールフラッシュ構成で故障率を極小化

●

読み込み性能が 3～12 倍向上

図：ストレージアプライアンスを利用したプライベートクラウドと VMware vSAN によるオールフラッシュ構成
プライベートクラウドの比較
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