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はじめに

『 
ハイパーコンバージド インフラ（HCI）For Dummies』
では、今日のデータセンターの新潮流となっている 

ハイパーコンバージェンスについて解説します。

ハイパーコンバージェンスの波に乗ることがなぜ重要なので 
しょうか。Stephen Covey 氏は「You can’t change the fruit 
without changing the root（根を変えなければ、果実を変える
ことはできない）」

という言葉を残していますが、IT 環境における「果実」とは、
データセンター インフラストラクチャへの投資から得られる利
益と言えるでしょう。現在の投資に対し、最大限の効果が得ら
れていますか。従来の手法を使用しているなら、おそらく答え
は「ノー」でしょう。

より多くの「果実」を収穫するには、「根」を変えなければな
りません。つまり、データセンターのアーキテクチャを変えて
はじめて、インフラストラクチャの運用や管理にかかるコスト
を削減し、スタッフの工数を軽減することができます。

ハイパーコンバージド インフラストラクチャ（HCI）は、まさ
にこれを実現するものです。コンピューティング、ストレー
ジ、管理の各機能の提供方法を大きく変える HCI により、初期
コストと運用コストを削減し、IT 部門とビジネス部門の俊敏性
を高め、アプリケーションのパフォーマンスを向上させること
ができます。

では、どのように始めればよいのでしょうか。まず必要なの
は、データセンターに対するこの新たな手法の概念を十分に理
解することです。そして、それこそが本書のテーマです。

本書について
本書のサイズの大きさと内容の充実度は比例するものでは 
ありません。『ハイパーコンバージド インフラ（HCI）For 
Dummies』では、HCI の理解と活用に役立つ情報を網羅してお
り、次の項目についてわかりやすく解説しています。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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 ✓ HCI の概要
 ✓ HCI が注目されている理由
 ✓ HCI の導入方法
 ✓ HCI に対する投資効果を最大化する方法

対象読者
本書は、次の項目に該当する方を対象としています。

 ✓ IT の業務に従事している
 ✓ データセンター関連の用語を理解している
 ✓ 仮想化の概念を理解している

本書で使用するアイコン
本書では、重要な情報への注意を促すために、次のアイコンを
使用しています。

本書はリファレンス ブックとして構成されているので、内容を
まるごと覚える必要はありません。ただし、「ポイント」アイ
コンが付いている情報は非常に有用ですので、その部分はぜひ
注目してください。

「技術情報」アイコンが付いている箇所は、技術面に関する詳し
い説明です。補足的な内容なので、時間がない場合に読み飛ばし
ても重要なポイントを見逃しているということではありません。

時間や工数を削減するためのヒントです。

HCI の導入に関する注意点を記載しています。

次のステップ
HCI の詳細については、VMware の HCI サイト（www.vmware.
com/jp/products/hyper-converged-infrastructure.
html）を参照してください。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。



進化するデータセンター： 
既存のインフラ 

ストラクチャの見直し
この章の内容

▶▶ 今日のインフラストラクチャの課題
▶▶ Software-Defined Data Center について
▶▶ ハイパーコンバージド インフラストラクチャの概要

I 
T プロフェッショナルがインフラストラクチャの問題に頭を
悩ませているのを見たことがありますか。データセンター

をちょっと見回してみてください。おそらく、あなた自身も悩
みを抱えているのではないでしょうか。

俊敏なデータセンター インフラストラクチャをいかに維持する
かは、多くの企業の IT 責任者や IT 管理者を悩ませている問題
です。抜本的に変革しない限り、ビジネスのデジタル化が進む
につれ、問題は悪化の一途をたどってしまい、これが、インフ
ラストラクチャに対するニーズが高まっている理由です。

この問題の大部分は、データ量の急増に起因しています。 
データの増加ペースはどのくらいでしょうか。IDC の予測による 
と、世界全体のデータ量は 2025 年までに 163 ZB（1 ZB = 1 兆 
GB）に達する見込みです。これは、2016 年に作成されたデータ
（16.1 ZB）の 10 倍に相当します。

第 1 章

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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この問題は、ビジネスにおいてさまざまな影響を及ぼします。
具体的には 2 つの側面があります。

 ✓ どの企業、どの部門でも、データに対する需要は留まると
ころを知りません。より多くの情報の生成、新たなアクセ
ス方法の開発、情報の永久的（または半永久的）な保存を
行う取り組みが進んでいます。情報を収集して利用すると
いうニーズから、まったく新しいビジネス モデルが生まれ
る場合もあります。

 ✓ 一方、クラウドに精通しているエンド ユーザーからの期待
も高まっています。アプリケーションのパフォーマンスの
さらなる向上、インフラストラクチャ コストの削減、そし
て IT 部門の対応スピードの向上が期待されています。

このようにエンド ユーザーからの期待が高まるなか、データセ
ンターに対する新たな要件が生まれています。この章では、ま
ず、これらの要件の一部について解説します。次に、Software-
Defined Data Center（SDDC）の登場と、企業にとっての SDDC 
の意味を解説し、最後に、ハイパーコンバージド インフラスト
ラクチャ（HCI）を導入することにより、どのようにSDDC とパ
ブリック クラウドの両方を活用できるかを解説します。

データセンターの新たな要件
データ ストレージのキャパシティは急増しています。IDC の見
積もりによると、ストレージ需要を満たすには、2017 年から  
2025 年にかけて、すべてのメディア タイプにわたってスト 
レージ容量を毎年 19 ZB ずつ拡張していく必要があります。

このキャパシティの拡張に関しては、良いニュースと悪いニュー 
スがあります。

 ✓ 良いニュース：ストレージ ハードウェアのコストは下がり
続けています。

 ✓ 悪いニュース：キャパシティの拡張、パフォーマンス向
上、管理の複雑化に伴うコストが、ストレージ ハードウェ
ア コストの削減額を上回る、ということがよくあります。

現在の多くの IT 環境において、ストレージ コストは IT 支出の
中でもっとも大きな割合を占めています。この事実を踏まえる
と、データ量がテラバイト単位からエクサバイト単位に増える
のに伴って、企業がストレージ効率に目を光らせているのは驚
くことではありません。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。



  第 1 章：進化するデータセンター：既存のインフラストラクチャの見直し  5

また、サーバ仮想化の普及、クラウド サービスの拡大、スケー
ルアウト アプリケーションの登場により、エンド ユーザーの
期待は高まっています。今日のエンド ユーザーは、アプリケー 
ションのパフォーマンスの向上と IT 部門の対応スピードの向上
を期待しています。

エンド ユーザーからのこのような期待により、IT 部門では、
コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、管理機能を
簡素化し、効率向上、コスト削減、そして俊敏性向上を実現 
する、最新のインフラストラクチャに進化させなければならな
い、というプレッシャーが強くなっています。

Software-Defined Data 
Center の登場

Software-Defined Data Center（SDDC）は IT サービスの提供方
法を変革します。静的で柔軟性と効率性が低い従来の IT サービ
スから、動的で俊敏性が高く、最適化されたものへと向上させ
ることができます。つまり SDDC は、サーバ仮想化の成果を基
盤に、データセンターを未来に向かって進化させるものです。

この新しいソフトウェア ベースの世界では、すべての IT イン
フラストラクチャ要素（コンピューティング、ストレージ、管
理機能、ネットワーク）が仮想化され、業界標準のサーバおよ
びコンポーネント上でサービスとして提供されます。リソース
は自動的に展開され、人が介入する必要性は、ほとんど（また
はまったく）ありません。あらゆるものがソフトウェアによっ
て高度に自動化および制御され、IT に求められるビジネス上の
要件のロジックを組み込んだポリシーによって管理されます。

SDDC では、インフラストラクチャをプロビジョニングして新
しいアプリケーションをサポートするために、何週間も費やす
必要はありません。アプリケーションが数分で使用可能な状態
になります。つまり、次のようなメリットを実現できます。

 ✓ 極めて短期間で価値を提供できる
 ✓ 経営陣が本当の意味で満足できる

別の視点から、次のように考えることもできます。あらゆる意
味で、SDDC はサーバ仮想化が必然的に拡張されたものです。
サーバ仮想化が、自社のコンピューティング システムからよ
り多くの価値を引き出すのと同様に、SDDC では、アプリケー 
ションをホストする際に使用するすべてのリソース（特にスト
レージ）からより多くの価値を引き出すことができます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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ソフトウェア ベースのアプローチは、IT の俊敏性や IT 部門の
対応スピードを向上してコスト削減を実現する、待望されてい
たフレームワークです。これは、将来のデータセンターにとっ
て重要な要素です。

ハ イ パ ー コ ン バ ー ジ ド  
イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ： 
最新のデータセンターへの 
必然的な進化

このように、SDDC を導入することにより、IT プロフェッショ 
ナルは従来型インフラストラクチャに起因する多くの問題を
克服できます。では、どのように始めればよいのでしょう
か。SDDC を実現する手段は数多くありますが、もっともス 
ピーディかつ直接的で一般的な方法は HCI です。図 1-1 に示す
ように、データセンターのすべてのリソースとサービスに仮 
想化の概念を拡張した SDDC は、プライベート クラウド、パブ
リック クラウド、ハイブリッド クラウドに理想的なアーキテク
チャを提供します。

HCI は、データセンター アーキテクチャの必然的な進化です。
絶え間ない進化によって、従来のサイロ型インフラストラク 
チ ャ か ら コ ン バ ー ジ ド  イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ へ 、 そ し て

図 1-1：Software-Defined Data Center

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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今、HCI に移行しつつあります。このセクションでは、これら
各種のインフラストラクチャについて説明します。

従来のインフラストラクチャ
従来のインフラストラクチャ モデルでは、ストレージとネット
ワークに独自仕様の専用ハードウェアが使用されています。各
コンポーネントが別々のサイロを形成し、それぞれ異なるベン
ダーのソフトウェアで管理されています。このようなインフラ
ストラクチャを円滑に運用するには、専門スタッフによる綿密
な最適化と管理が必要です。さらに、パフォーマンスはハード
ウェア レイヤーに依存するため、リソースが十分に最適化され
ず、オーバープロビジョニングが起こりやすくなります。

図 1-2 は、一般的な IT ニーズに対応しますが、コストのかかる
ソリューションである従来のアプローチを示しています。この
インフラストラクチャでは、設置面積の増加、複雑化、運用ス
タッフの増員と専門知識の必要性、という課題が生じます。ま
た、今日の動的なアプリケーションや仮想ワークロードでは柔
軟なプロビジョニングが要求されますが、ハードウェア ベース
の手法ではこのニーズに対応できません。このインフラストラ
クチャは、簡潔性や効率性とは対極にあります。

コンバージド  
インフラストラクチャ
コンバージド インフラストラクチャは従来型モデルの改良版
であり、コンピューティング、ストレージ、管理機能、ネット 
ワークを 1 台のラックに収容したものです（図 1-3 を参照）。従

図 1-2：  サイロ化された従来のインフラストラクチャ

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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来型インフラストラクチャと同様、多くの場合、コンポーネント
ごとに異なるベンダーの製品で構成されます。インフラストラク
チャ全体の管理を統合し、最適化できますが、従来どおり、シス
テム、ワークフロー、管理プラットフォームごとに多くの運用作
業とトラブルシューティングを行う必要があります。

また、バンドルされているハードウェアは、特定のワークロー
ドを実行するよう事前構成されており、簡単に変更できないた
め、柔軟性が低くなっています。物理的な境界は取り除かれて
も、プロビジョニングと運用の課題が残ります。

ハイパーコンバージド  
インフラストラクチャ
ハイパーコンバージド ソリューションは、さらに次の段階に進
んだものです。ハイパーコンバージド インフラストラクチャ 
（HCI）は、従来の IT インフラストラクチャのサイロを業界 
標準のサーバにまとめ、物理インフラストラクチャを仮想化 
したものです。HCI は、もともとは仮想コンピューティングと
仮想ストレージだけで構成されていましたが、現在では仮想化
ネットワーク ソリューションも追加されているため、完全な 
Software-Defined Data Center を実現できます。この柔軟性に
優れたソフトウェア ベースの手法は、今日の IT の課題に対処
するのに最適です。

図 1-3：  コンバージド インフラストラクチャ

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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HCI の秘訣はハイパーバイザーにあり、ハイパーコンバージェ
ンスの「ハイパー」はここから来ています。図 1-4 に示すよう
に、主要なデータセンター機能（コンピューティング、ストレ
ージ、ストレージ ネットワーク、管理）がハイパーバイザー上
でソフトウェアとして実行されるため、効率的な運用、効率的
で迅速なプロビジョニング、費用対効果の高い拡張が可能です。

HCI は IT の構成要素であり、ソフトウェア ベースで将来のク
ラウドに対応するデータセンターを構築できるため、差別化さ
れた競争力の高いビジネスを実現できます。HCI のメリット、
および今日の IT 部門が直面している課題を考えれば、「HCI 
市場の 2022 年までの年平均成長率が 48 % になる見込み」とい 
う調査結果は不思議ではありません（出典：Hyper-Converged 
Infrastructure (HCI) - Global Market Outlook [2016–2022]）。

HCI を導入することで、SDDC への道はさらに広がります。HCI 
は、コンピューティング、ストレージ、ストレージ ネットワー
クの各機能をネイティブに統合し、共通の管理ツールと共に仮
想化プラットフォーム上でソフトウェアとして実行するもので
す。この HCI 基盤上に自動化機能とネットワーク仮想化機能を
追加し、完全な SDDC を構築することができます。

さらに、ハイパーコンバージド環境を、vSphere によってサ 
ポートされている既存の外部ストレージ アレイにまで拡張で

図 1-4：  ハイパーコンバージド インフラストラクチャの 
ソフトウェア スタック

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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きるため、既存の IT 資産を活用することも可能です。VMware 
vSphere Virtual Volumes をサポートしているアレイは、同じ
ストレージ ポリシー ベースの管理フレームワークのもとで管 
理できます。また、多くの大手ストレージ ベンダーによってサ
ポートされている業界全体の取り組みであり、VMware vSphere  
ベースの HCI ソリューションと併用することが可能です。こ
の取り組みにより、既存ストレージの独自機能を Software-
Defined Storage（SDS）環境で利用できるほか、VMware 
vSphere vMotion や Storage vMotion などの高い実績を誇る機
能を利用したダウンタイムなしの移行技術を使用して、容易に
最新のデータセンターを構築できます。

vSphere Virtual Volumes は API 統合フレームワークであり、仮 
想マシン（VM）ディスクをネイティブ ストレージ オブジェク
トとして公開します。これにより、仮想ディスクごとにアレイ 
ベースで運用できます。つまり、Virtual Volumes を使用する
ことで、SAN デバイスと NAS デバイスを仮想マシンに対応さ 
せることが可能です。

また、Virtual Volumes フレームワークを使用することで、 
VMware Storage Policy-Based Management（SPBM）により、
ストレージ アレイを VMware SDS 制御プレーンと統合でき、仮
想マシン レベルのポリシー メカニズムを介して既存のストレー
ジ アレイを制御できます。つまり、仮想環境に最適化され、あ
らゆるストレージ タイプに対応する、より簡素で効率的な運用
モデルに、ダウンタイムなしで簡単に移行できます。

Virtual Volumes の詳細については、VMware の Web サイト 
（www.vmware.com/jp/products/vsphere/virtual-
volumes.html）を参照してください。

従来のデータセンターと SDDC の要件のギャップはますます広
がっており、アーキテクチャに対する新しい手法が必要とされ
ています。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。



新たなアプローチ： 
ハイパーコンバージド 
インフラストラクチャ

この章の内容
▶▶ ハイパーコンバージド インフラストラクチャの普及を促す技術動向
▶▶ ハイパーバイザーの役割
▶▶ 成功要因とユースケース

こ 
の章では、IT 業界でハイパーコンバージド インフラ
ストラクチャ（HCI）が注目を集めている理由を見 

ていきましょう。具体的には、HCI の基本的な定義、効果的な
ソリューションの特徴、代表的なユースケース、ハイパーコン 
バージェンスの主なメリットについて説明します。

ハ イ パ ー コ ン バ ー ジ ド  
インフラストラクチャの定義

まず、基本的な定義を明確にしましょう。図 2-1 に示している
とおり、HCI ではコンピューティング、ストレージ（ストレー
ジ ネットワークを含む）、管理の各機能が、仮想化された標
準的なハードウェアに組み込まれており、スケールアウト機能
を利用して必要な要素だけを選択してインフラストラクチャに
追加できます。HCI は、もともとは仮想コンピューティングと
仮想ストレージだけで構成されていましたが、現在では仮想化 
ネットワーク リソースも追加され、完全な Software-Defined 
Data Center（SDDC）を実現できます。

第 2 章

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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HCI では、データセンターの主要な機能が、ハイパーバイザー上 
のソフトウェアとして、緊密に連携したソフトウェア レイヤー
で実行されます。HCI とはこの最終的なアーキテクチャを指し
ており、その構築には、ターンキー アプライアンスの使用や、
柔軟なハードウェア プラットフォームにハイパーコンバージド 
インフラストラクチャ ソフトウェアのインストールなど、さま
ざまな方法があります。

HCI 環境では、コンピューティング、ストレージ、管理の各
リソースは、業界標準の x86 アーキテクチャ上で提供されま
す。このサーバ プラットフォームは、ハイパーバイザーを実行
し、DAS デバイス（フラッシュ デバイス（SSD など）または 
ハード ディスク ドライブ）をクラスタ内のほかのサーバ上の DAS 
デバイスと一緒にプールし、共有ストレージを作成します。 
この共有ストレージは、従来の SAN デバイスや NAS デバイスに
よって提供されるストレージのように使用できます。見落とさ
れがちですが、ここで重要なのは、HCI は従来の一部のストレー 
ジ仮想化ソリューションと異なり、外部ストレージ システム上
のストレージの仮想化やプールは行わないという点です。共有
ストレージは、サーバ上の DAS デバイスだけで構成されます。

図 2-1：  ハイパーコンバージド インフラストラクチャ

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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ハイパーコンバージェンスを
加速させているトレンド

ハイパーコンバージェンスの普及を促す主な技術動向は、次の
とおりです。

 ✓ 低コストでパフォーマンスを向上させることができる 
フラッシュ製品の高密度化

 ✓ CPU の進化とメモリの高密度化によるサーバ性能の向上
 ✓ ほとんどのワークロードが処理されるサーバ仮想化の普及
 ✓ クラウドの原則、経済性、および IT に対する最新のアプ 
ローチを必要とするクラウドネイティブ アプリケーションの 
影響

ハイパーコンバージェンスは、これらすべての技術動向を活用
し、低コストで高いパフォーマンスとシンプルさを向上させる
最新のインフラストラクチャを実現します。

フラッシュ テクノロジーの 
高密度化
高密度の不揮発性フラッシュ メモリ テクノロジーは、急速に 
進化しています。このようなテクノロジーを使用することで、
ストレージのパフォーマンスが向上し、また、読み取り/書き込
み時の遅延を抑えることが可能です。

ただし、課題もあります。これらの新しいメモリ製品のパフォー
マンスを十分に引き出すには、ネットワーク ホップ数を減 
らす必要があります。ネットワーク ホップとは、データがブ 
リッジ、ルーター、またはゲートウェイを通過する場所のこと
です。目標は、同じサーバ上で、CPU のすぐ近くにデータを配
置することです。これがハイパーコンバージドのアプローチで、
フラッシュ テクノロジーのメリットを最大限に活用できます。

フラッシュ デバイスのコストが下がり続けているのに伴い、IOP 
あたりの価格も求めやすくなっており、HCI の普及につながっ
ています。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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サーバの高性能化
新しいマルチコア CPU により、業界標準の x86 サーバの性能は
継続的に向上しており、エンタープライズ環境における高性能
ストレージのワークロード要件を満たしています。HCI を使用
することで、ソフトウェア ソリューションを容易に更新、拡張
し、最新の標準的な市販サーバ上で実行できるため、メリット
を迅速に実現できます。

1 つの例をご紹介しましょう。一般に、x86 ハードウェア（フラッ 
シュ メモリを含む）は専用ストレージ アレイに比べて安価で
す。したがって、HCI の導入は、サイロ型のサーバ、ストレー
ジ ネットワーク、外付けストレージ ソリューションの導入と 
比較してコストを大幅に削減できます。

このメリットを考慮すると、HCI が広く普及するのは必然で
す。今後数か月から数年で、あらゆるデータセンターに HCI ソ
リューションが導入されるでしょう。

サーバ仮想化の普及
ハイパーバイザーにより、アプリケーションを特定のハード 
ウェアに結び付ける必要がなくなり、物理サーバは、複数の
ゲスト オペレーティング システム（OS）または仮想マシン
（VM）に対するホストとして機能します。各仮想マシンはそ
れ自体がシステムのように動作し、その仮想マシン用のアプリ 
ケーションを実行します。ハイパーバイザーはバックグラウン
ドで、下層のサーバ リソースが仮想マシンによってどのように
使用されるかを制御します。

サーバ仮想化の普及に伴い、ハイパーバイザーは今日のデータ
センターの多くで採用されており、エンタープライズ アプリ
ケーション用の標準プラットフォームとして活用が進んでいま
す。また、次のようなポイントにも注目してください。

 ✓ サーバ仮想化が普及するということは、ハイパーコン 
バージド統合システムと SDDC ソリューションの需要が
高まることを意味します。「Server Virtualization Market 
Research Report - Global Forecast 2023」によると、サー
バ仮想化市場は 2023 年までに約 80 億ドルに拡大すると 
予想されています。この普及により、ハイパーバイザーが 
サーバのメリットを引き出すための基盤となることは明ら
かです。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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 ✓ IDC の予測によると、仮想環境向けストレージの年平均 
成長率は 5.8 % であり、2020 年までにストレージ ハード 
ウェアとストレージ ソフトウェアの合計支出額は 406 億ド
ルに達します。この予測どおりなら、サーバ仮想化と仮想
マシンはストレージ インフラストラクチャにおいて主力と
なります。

サーバ仮想化の普及により、ハイパーバイザーがストレージ、
ネットワーク、統合管理機能を網羅するサーバ仮想化のメリッ
トを引き出すための基盤であることは明らかです。これによ
り、既存のインフラストラクチャの刷新やスタッフに専門知識
を習得させることなく、HCI、さらには SDDC の採用を推進す 
ることができます。

クラウドの原則と経済性
オンデマンド型クラウド サービスの高まりは、シンプルかつ低
コストでビジネス成長に貢献する手法を模索しているデータセ
ンター管理者の間で実感されています。特に、主要な IT ニーズ
を満たすシンプルなソリューションを設計しようとしている小規 
模企業や個々の部門に当てはまります。

このクラウド利用のニーズは、HCI の普及を直接後押ししてい
ます。HCI は、従来のデータセンター インフラストラクチャに
比べて、柔軟性と簡素性が非常に高く、また、必要に応じて拡
張できるうえ、高パフォーマンス、セキュリティ、制御機能と
いうオンプレミス環境のメリットも備えているためです。

さらに、次世代の HCI は、OpenStack 製品との統合や次世代ワー 
クロード（クラウド専用のアプリケーションやコンテナ）のサ 
ポートを通じて、ハイブリッド クラウド モデルの導入を強力に
サポートします。

管理者は、オンプレミス環境のリソースと、希望するパブリッ
ク クラウドの両方を活用できるアプローチを求めています。適
切な HCI ソリューションを導入することで、パブリック クラウ
ドとシームレスに連携し、共通の運用環境を構築、利用するこ
とができます。

成功に必要な要素の組み合わせ
HCI 環境の構築は、おいしい料理を作ることとよく似ていま
す。まず最高の構成要素を見つけ出し、慎重に組み合わせ、実

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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績のある手法ですべてを一体化して動作させます。HCI の成功
に欠かせない 4 つの要素は次のとおりです。

 ✓ 高い実績を誇るハイパーバイザー
 ✓ シンプルなハイパーコンバージド ストレージ
 ✓ 統合管理プラットフォーム
 ✓ 導入時の豊富な選択肢

高い実績を誇る 
ハイパーバイザー
HCI ソリューションの基盤はハイパーバイザーです（「ハイ 
パーコンバージド」の「ハイパー」はここからきています）。
ハイパーバイザーは、データの可用性、ストレージの運用効
率、アプリケーションのパフォーマンス、柔軟な拡張性を確保
するうえで、重要な役割を果たします。

仮想化のメリット（運用効率や可用性の向上など）がすべてハ
イパーバイザーによってもたらされることを考えると、適切な
ハイパーバイザーを選択することは非常に重要です。ハイパー
バイザーの機能が豊富であるほど、高い成果を実現できます。

VMware は、2017 年、G2 Crowd による「サーバ仮想化ソフト
ウェア」製品クアドラントで「リーダー」に位置付けられまし
た。実際、VMware の仮想化インフラストラクチャ プラット 
フォームは、Fortune 100 の全企業を含む 50 万社以上からの信頼 
を受け、採用されています。

シンプルなハイパー 
コンバージド ストレージ
ハイパーコンバージド ソリューションでは、ストレージとスト
レージ ネットワークがサーバに組み込まれ、仮想化されます。
これにより、運用を効率化してコストを削減し、全体的な設置面
積を縮小することができます。ただし、HCI 環境内の Software-
Defined Storage（SDS）に対するアプローチが、どれも同じとい 
うわけではありません。次世代の HCI ソリューションでは、サー 
バとストレージ仮想化ソフトウェアがきわめて緊密に統合されて 
いるため、サーバごとに仮想ストレージ アプライアンスを展開
する必要はありません。サーバごとに展開した場合は、リソー
ス使用率と仮想マシン密度の低下につながります。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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ハードウェア視点のソリューションと異なり、HCI ソフトウェ
アは、サーバに直接搭載されているストレージをプールし、高
パフォーマンスで耐障害性のある共有ストレージを作成しま
す。この共有ストレージは仮想マシンに最適化されます。従来
のインフラストラクチャは複雑で高コストでしたが、HCI は逆
に、シンプル、強力、効率的、高機能になっています。

優れたストレージ ソリューションは運用コストの削減に貢献し
ます。主に、多額の投資をすることなく、定型作業を効率化に
よるパフォーマンスの向上や、パフォーマンスの予測精度の向
上、低コストでの IT インフラストラクチャの拡張が可能です。
また、専用のハードウェアとストレージ ネットワーク サイロが
不要なため、設備投資コストを大幅に削減できます。

統合管理
ここまで、インフラストラクチャ（コンピューティング、スト
レージ、ストレージ ネットワーク）の仮想化について解説し
てきました。つまり、中間地点までたどり着いたことになりま
す。次に必要なのは、インフラストラクチャを管理する手段で
す。管理ソリューションを選択する際、ユーザーが慣れるまで
に時間がかかるものは避けることをおすすめします。HCI 内の
各層を管理または監視する際、管理者の作業負担が大きくなる
ような、複数の異なる管理ソリューションはなおさらです。

なじみのあるユーザー インターフェイスを備えており、使い方
がすでにわかっている管理ソリューションが推奨されます。ま
た、簡素性と使いやすさも重要なので、スタック全体を管理し
てすべてのワークフローをシームレスに統合する統合プラット
フォームを検討してください。

導入時の豊富な選択肢
ソフトウェアは、それだけでは動作しません。ソフトウェアを
何らかのハードウェア上に配置する必要があります。スムーズ
な導入に向けて、ハードウェア プラットフォームの選択肢が 
もっとも広い HCI プラットフォームの検討をおすすめします。豊 
富な選択肢は、ニーズや好みに応じた HCI 環境を構築する際の
要となります。x86 インフラストラクチャは、費用対効果が高
い業界標準のネットワーク/ストレージ製品であり、さまざまな
コンピューター メーカーから販売されており、馴染みが深く、
活用しやすい選択肢となり得るでしょう。新しいハードウェア
の習得や、新しい購入プロセス、新しいサポート モデルを採用
する必要はありません。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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ハイパーコンバージド  
インフラストラクチャの 
主なユースケース

ユースケースは数多くありますが、次のユースケースは、HCI 
のメリットを非常にわかりやすく示しています。

 ✓ ビジネスクリティカル アプリケーション（BCA）
 ✓ 仮想デスクトップ インフラストラクチャ（VDI）/ 
エンドユーザー コンピューティング

 ✓ エッジ コンピューティングおよびリモート オフィス/支社
 ✓ ディザスタ リカバリ
 ✓ 管理クラスタ

重要ポイント： 
節約に重きを置かない

予算を大幅に削減して妥協する
と、満足のいく結果は得られま
せん。初期コストを節約したり
パフォーマンスの制限を受け入
れたりした場合、すぐに後悔す
る こ と に な り ま す 。 選 択 す る 
HCI ソリューションが及ぼす影
響について検討することは重要
です。
ぜひ、次の質問に対する回答を
考えてみてください。

▶✓ HCI ソリューションが既存の
環境とどのように統合するか

▶✓ 運用時にどのような影響が生
じるか

▶✓ 必要なとき、必要な場所で、
必要に応じて、効率と費用対
効果を高く保ちながら HCI ソ
リューションを拡張できるか

最高水準の構成要素を選択する
こ と で 、 サ イ ロ 化 、 ベ ン ダ ー  
ロックイン、高コストのアップ
グレードや拡張、予測不能なパ
フォーマンスなどの問題を抱え
る不完全なソリューションを回
避できます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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ビジネスクリティカル  
アプリケーション（BCA）
従来のインフラストラクチャでは、BCA のプロビジョニング
に時間がかかり、管理作業も煩雑です。また、データベース処
理、E メール サーバ管理、Web 2.0 ワークロードなどのタスク
を実行する場合、高水準のパフォーマンス、可用性、信頼性が
求められます。古いアーキテクチャでは、オーバープロビジョ
ニングされたストレージ、高価な専用ハードウェア、およびサ
イロ化された管理ツールを使用せざるを得ません。

HCI は、簡素でスケールアウト可能な分散型アーキテクチャを
採用しているため、このような問題を解決できます。多くの場
合、HCI は高性能フラッシュ デバイスに最適化されており、IT 
部門は、ビジネスに重要なアプリケーションを提供できます。

仮想デスクトップ インフラ 
ストラクチャ（VDI）/エンド  
ユーザー コンピューティング
エンド ユーザー デバイスの増加に伴い、VDI に対するニーズが
高まっています。しかし、従来のシステムでは VDI の導入は困
難です。VDI 使用時のユーザーの使用環境を VDI 導入前と同レ
ベルに維持するには、IOPS を高くし、遅延を抑える必要があり
ます。また、設備投資コストと運用コストを抑えながら、高い
投資回収率（ROI）を実現することも求められます。

従来のインフラストラクチャでは、VDI の導入と維持にかかる
コストが高くなります。必要な初期投資コストが高いだけでな 
く、仮想デスクトップと仮想アプリケーションに対して十分な
パフォーマンスと規模を維持するためのコストも高いからで
す。

HCI では、VDI に関するこれらの問題をすべて解決できます。 
HCI は、高パフォーマンスで低コストのソリューションを実現
できるため、ユーザーの使用環境の安定性と予測可能性が高ま
り、設備投資コストの削減と、運用モデルの簡素化が可能で
す。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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分散型 IT とリモート  
オフィス/支社
多くの企業が分散型コンピューティングを使用し、本社の IT ス
タッフがローカルの IT インフラストラクチャを管理してリモー
ト オフィス/支社の IT 環境を運用しています。遠隔地のオフィ
スにおけるこの分散型アーキテクチャには、パフォーマンスを
予測できない、管理作業が煩雑、信頼性と可用性が低い、など
の多くの問題があります。

IT 部門は、リモートからの高い視認性のほか、運用管理作業を
簡素化して作業時間を短縮する手段を必要としています。さら
に、事業の拡大に合わせて、コストをかけずに規模を拡張する
ことが求められています。

HCI は、エッジ コンピューティングとリモート オフィス/支社
の展開に最適です。コンピューティング、ストレージ、管理、 
ネットワークの各機能を一体化した、低コストのインフラスト
ラクチャ ソリューションを実現できるほか、優れた HCI ソリュー 
ションは拡張と縮小が容易であり、刻々と変化するニーズに対
応できる柔軟性を備えています。リモート オフィスを擁する企
業のニーズにも的確に対応可能です。

ディザスタ リカバリ
多くの企業にとって、ディザスタ リカバリ サイトには高額なコ
ストがかかるため、十分なディザスタ リカバリ プランを策定で
きず、大きなリスクとなっています。ディザスタ リカバリ サイ
トのコストがかさむ要因の 1 つは、IT システム インフラストラ
クチャ（サーバ ハードウェア、ストレージ、レプリケーション 
ソフトウェア）です。

HCI は、コンピューティング、ネットワーク、ストレージの各
リソースが一体化したプラットフォームを実現でき、ディザス
タ リカバリのユースケースにとって理想的なソリューションで
す。また、業界標準となっている低コストの x86 サーバ コン
ポーネント上に導入できるので、初期投資を大幅に抑制できま
す。さらに、DAS を使用して共有ストレージが作成されるの
で、外付けの共有ストレージ ハードウェアは不要です。これに
より、ソリューションの総コストを削減できると同時に、十分
なキャパシティ、信頼性、パフォーマンスが得られます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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ソフトウェア ベースのレプリケーションを使用した場合、仮想
マシンを非同期でレプリケートでき、また、目標復旧ポイント
（RPO）を短くすることができます。レプリケーションを仮想
マシンごとに構成できるため、保護するワークロードをきめ細
かく制御可能です。

管理クラスタ
BCA は注目される機会が多いですが、管理クラスタは、IT 環境
全体を円滑に稼動させるうえで、陰ながら重要な役割を果たし
ています。管理クラスタは、管理サービスをインフラストラク
チャ環境に提供する仮想マシンを実行するために確保されてい
る、専用のホスト グループです。管理サービスの例としては、
ディレクトリ サービス、DNS、DHCP、VMware vCenter Server 
などがあります。

管理クラスタの役割は非常に重要なため、常時稼動させ、常に
十分なリソースを割り当てることが重要です。たとえばサイト
全体で障害が発生した場合、管理クラスタを真っ先に復旧させ
る必要があります。また、管理クラスタを分離された環境に配
置し、すぐに稼動できるサイズに維持することが重要です。

従来は、管理クラスタを高価なハードウェア上に配置すること
によって、高い可用性とパフォーマンスを確保していました。
コストを削減する目的で管理クラスタを共有リソース上に配置
した場合、管理クラスタは、業務ワークロードとの間でコン 
ピューティング リソースとストレージ リソースが競合し、リカ
バリが困難になっていました。

HCI では、これらの問題に対処できます。HCI を使用すること
で、管理作業が簡素化され、復元処理が高速化し、ディザスタ 
リカバリを行うことができるほか、高いコストをかけずにイン
フラストラクチャを分離できます。

HCI のユースケースは、ここまで紹介した例に留まりません。
たとえば、ハイブリッド クラウドをサポートするシステム、 
ディザスタ リカバリ サイト、2 次データセンター、DMZ、テスト/ 
開発機能など、その他のさまざまな IT ニーズを満たすことがで
きます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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大きな投資効果：ハイパー 
コンバージド インフラ 
ストラクチャのメリット

ここからは、すべての要素を備えた HCI ソリューションがビジ
ネスと IT にもたらすメリットを見ていきましょう。

シンプルさ
すべての機能を実装した HCI 環境では、従来のインフラストラ
クチャで見られた多数のコンポーネントとハードウェアのサイ
ロをなくすことができます。簡単に言うと、データセンター内
で必要なものが大幅に減ります。このシンプルさにより、デー
タセンターでの作業時間の削減や、データセンターの簡素化が
可能です。

次のような HCI のメリットにより、環境を簡素化することがで
きます。

 ✓ 業界標準のサーバ上で稼動する、統合された単一のソフト
ウェア スタックの提供

 ✓ ポリシー ベースの自動化による、簡単な導入およびメンテ
ナンス

 ✓ 管理、監視、および保守すべき物理コンポーネントの削減

コスト
HCI を導入することで、データセンターにおけるインフラスト
ラクチャ コストを大幅に削減できます。具体的メリットは次の
とおりです。

 ✓ 費用対効果とストレージ効率の向上
 ✓ 既存の技術スタッフと専門知識の活用
 ✓ ビジネスの成長に合わせてきめ細かな拡張による、 
オーバープロビジョニングの回避

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。



  第 2 章：新たなアプローチ：ハイパーコンバージド インフラストラクチャ 23

セキュリティ
最新の HCI ソリューションにはソフトウェア ベースのセキュリ
ティ（保存データの暗号化など）が標準で備わっているため、
顧客ニーズの高まりに応え、ビジネスクリティカルなデータを
保護することができます。優れた HCI ソリューションが実現す
るメリットは次のとおりです。

 ✓ 標準搭載の保存データ暗号化機能を利用してデータを保護
することによる、ドライブ廃棄時のリスクと費用の削減

 ✓ 特定用途のハードウェア（自己暗号化ドライブなど）が 
不要なことによる、コストと複雑さの軽減

 ✓ 政府機関、金融機関、医療機関など多くの業種における 
厳しいコンプライアンスとセキュリティ規制への対応

俊敏性
HCI を使用したデータセンターでは、IT 部門が、刻々と変化す
るビジネス ニーズに迅速に対応できます。次のような HCI のメ
リットにより、俊敏性と柔軟性を実現することができます。

 ✓ 豊富な選択肢による、特定のハードウェア ベンダーへの 
非依存

 ✓ 将来を見据えた IT 環境の構築。現在使用している従来型 
アプリケーションだけでなく新しいクラウドネイティブの
アプリケーションとコンテナをサポートする環境を構築可
能

 ✓ スケールアップおよびスケールアウトによる、具体的な 
アプリケーション ニーズへの容易な対応

パフォーマンス
HCI の導入により、アプリケーションの高速化と、ユーザーの
使用環境の向上が可能です。次のような HCI のメリットによ
り、パフォーマンスを向上させることができます。

 ✓ オールフラッシュ ストレージに最適化されていることに 
よる、アプリケーションの応答時間の短縮

 ✓ 容易なスケールアウトおよびスケールアップ
 ✓ パフォーマンスの予測による、ユーザー満足度の向上

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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可用性
HCI では、実績の高いセキュアなプラットフォームを使用する
ことによってリスクを最小化しています。このプラットフォー
ムの特徴は次のとおりです。

 ✓ IO 帯域の制御（QoS）に基づいたパフォーマンスの予測
 ✓ 単一障害点のない、高い可用性と耐障害性
 ✓ 高い実績を誇る業界最高水準のハイパーバイザーによる 
高い信頼性

突き詰めると、HCI はデータセンターの必然的な進化と言えま
す。もしあなたが VMware vSphereを使用している場合、vSphere 
および関連するツールを使用している 50 万社を超える顧客の一員
です。HCI を導入することで、最小限の変更と知識の習得で大き
なメリットを実現することができます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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インフラストラクチャ
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の仮想化
この章の内容

▶▶ 最新のストレージ インフラストラクチャについて
▶▶ ストレージに対する新しいアプローチの DNA

▶▶ ハイパーバイザー統合の価値

こ 
の章では、ハイパーコンバージド インフラストラク 
チャ（HCI）および Software-Defined Data Center（SDDC）

の主要な構成要素のひとつである、インテリジェントなソフト 
ウェアによる最新のストレージ アーキテクチャについて説明しま
す。Software-Defined Storage（SDS）とも言われる次世代の HCI 
ソリューションは、物理ストレージの構成を抽象化し、アプリケー
ション要件に応じた柔軟かつ的確な使用を可能にするものです。この 
長所はすべて、ハイパーバイザーによって実現されています。 
ハイパーバイザーは、仮想マシン（VM）のニーズとその上で動作す
るアプリケーションのニーズのバランスを取る、仲介者として動作
します。

従来型ストレージ モデルの
問題点

SDDC の可能性を最大限に活用するには、IT インフラストラク
チャのすべての主要コンポーネントを仮想化する必要がありま

第 3 章
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す。それにより、ソフトウェアを使用してこれらのコンポーネ
ントを自動化および制御できます。過去に構築されたストレー
ジ インフラストラクチャを引き続き使用する場合、大規模な変
更を余儀なくされることにも注意が必要です。

簡単に言うと、古いストレージ アーキテクチャが SDDC のニー
ズに対応するのは困難です。まして、デジタル時代のニーズに
はなおさら対応できません。ただし、今日のストレージ インフ
ラストラクチャがすべて対応できないわけではありません。実
際には、今日のストレージの多くは異なるコンポーネントで構
成されており、メリットと課題が混在しています。

 ✓ メリット：最新のストレージ アレイは、データを保存、管
理、保護する機能が非常に優れています。

 ✓ 課題：今日のストレージ アレイは、独自の文化と独自の行
動様式を持つ城郭都市のように、独自の方式を確立してい
ます。

過去 20 年間、エンタープライズ ストレージ モデルに大きな変
化はありません。ストレージ サービスを提供するということ
は、専用のストレージ アレイを取得し、専任の運用チームを用
意することを意味します。このモデルでは、テラバイト レベル
の容量には対応できる場合もありますが、今日のペタバイト レ
ベルやエクサバイト レベルの容量には対応できません。

従来のエンタープライズ ストレージ モデルには、運用上の課題
が数多くあり、たとえば、次のような例が挙げられます。

 ✓ 多くの企業は専用ストレージ アレイを使用している。各ア
レイには、アプリケーションや仮想マシンではなく、ハー
ドウェアに関連付けられた、独自の専用機能と運用手順が
あります。

 ✓ アプリケーションのニーズとストレージ サービスの間に
ずれがある。アプリケーション所有者と仮想化環境の管理
者は、何がいつ必要かを簡単にまたは正確に特定できませ
ん。この結果、アプリケーションに対するサービス レベル 
アグリーメント（SLA）で定めたサービス レベルが満たさ
れないか、または、ストレージ キャパシティとストレージ 
サービスがオーバープロビジョニングされてしまいます。

 ✓ ストレージ、アプリケーション、仮想化の各チームの間
で、運用ワークフローが円滑に進まない。依頼を出す、
会議を行う、付箋をモニターに貼る、スケジュールを立て
る、などの作業を行っているうちに、時間ばかり経ってし
まいます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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インフラストラクチャに対する従来の手法は明らかに、今日の
ニーズにまったく対応できません。必要なのは、まったく新し
い手法、まさにソフトウェア ベースのアプローチです。

ストレージ モデルの刷新
HCI は、従来のサイロを解消し、本当の意味でストレージ リソー
スをプールできるようにすることによって、ストレージ モデル
を刷新します。ハイパーバイザーは、サーバ仮想化がコンピュー
ティングの運用効率を向上させるのと同じように、ストレージ
の運用効率を向上させます。

この実現に向けて、HCI では、アプリケーションとその要件を 
IT における食物連鎖の頂点に位置付け、ストレージ リソースが
アプリケーション要件の動的な変化に対応できるようにしてい
ます。いわば、アプリケーションが社長で、アプリケーション
をサポートするリソースが社員です。社員は、必要なものを必
要なときに社長が入手できるようにします。

これは、従来のハードウェア視点のボトムアップ型のアプロー
チにはないポイントです。従来の手法では通常、ストレージ管
理者はストレージ リソースの静的プールを作成し、アプリケー
ションのニーズとプロビジョニングされたストレージ サービス
の間にずれが生じないことを願います。この古い方法では、無
駄なリソースが発生してしまいます（将来のビジネスの成長に
備えてオーバープロビジョニングするため）。

HCI 環境では、x86 サーバ プラットフォームがハイパーバイ 
ザーを実行し、仮想化されたストレージ デバイスが搭載されて
おり、複数のサーバ ノードに分散しているストレージ リソー
スをプールすることによって、共有ストレージを作成します。
いわば、x86 サーバ システム内に SAN が構築された状態です。

HCI におけるストレージの「DNA」
HCI は、ソフトウェア ベースのインフラストラクチャの柔軟性
と俊敏性を備えることにより、従来のストレージとは異なる新
しいストレージ DNA を生み出します。HCI をベースとする最新
のインフラストラクチャには、次のようなメリットがあります。 

 ✓ アプリケーション視点のストレージ サービスを実現でき
る。HCI では、アプリケーションの厳密な要件に応えるス
トレージ サービスを実現できます。ストレージ サービス
は、アプリケーションごとに必要に応じて調整されるた

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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め、その他のアプリケーションに悪影響を及ぼすことはあ
りません。ストレージ サービスの柔軟性が高まり、ある
アプリケーションに対してはリソースをやや多めに割り当
て、別のアプリケーションに対してはリソースをやや少な
めに割り当てるといった調整が可能です。

 ✓ ポリシー ベースの自動化を行える。IT 管理者が、個々の
アプリケーションに対するストレージ サービスを要求、監
視、および調整するためのポリシーを設定すると、HCI の
ストレージ レイヤーで、アプリケーションの要件を満たす
最善の方法が検出されます。

 ✓ 動的なストレージ サービスを実現できる。今日のストレー
ジ製品の多くは、静的モデルを使用してストレージ サービ
スを提供しており、すべてのサービス クラスが、ストレー
ジ ボリューム内または LUN 内に物理的に事前プロビジョ
ニングされています。一方、HCI では、仮想化コンピュー
ティングと同様に動的モデルを使用しています。IT 管理者
は個々のアプリケーション要件に従って、リソースが必要
になった時点で、ニーズに応じた適切なボリュームを提供
することができます。

 ✓ 従来のストレージ アレイをサポートしている。IT 部門は新 
しい製品を導入する際、既存の製品を引き続き使用できる
ことを重視しています。HCI に対する VMware のアプロー
チはそれを実現するものです。既存の SAN ストレージ シ
ステムおよび NAS ストレージ システムを、サーバに直接
搭載されているストレージ プールと共存させることがで 
きます。また、VMware Virtual Volumes を使用して、ス 
トレージ ポリシー ベースの管理システムを活用すること 
ができます。

ハイパーバイザーによる 
ストレージのイノベーション

ハイパーバイザーは、ストレージのイノベーションに大きく貢
献してきました。VMware の例で言うと、ハイパーバイザーに
よって、vSphere 環境内のあらゆる機能がストレージ システム
の管理を向上させています。

いくつかの例をご紹介しましょう。

 ✓ 管理者は vSphere Thin Provisioning を利用することによ
り、ストレージ キャパシティの過剰割り当てを行い、使 
用率を高めてキャパシティ管理を簡素化できます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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 ✓ vSphere Storage DRS (Distributed Resource Scheduler）
によって、ストレージ使用量とストレージ I/O 負荷の間の
バランスが常に保たれるため、リソースのボトルネックを
回避し、対象アプリケーションのサービス レベルを維持す
ることができます。

 ✓ vSphere Replication を利用することにより、あらゆる種類の
ストレージ システム間で仮想マシンをレプリケートできるた
め、データ保護とディザスタ リカバリが可能になります。

VMware は HCI を通じて、ハイパーバイザーによるストレージ
の変革を推進する取り組みを続けています。最終目標は、サー
バ仮想化がコンピューティングの運用効率を向上させたのと同
じレベルまで、ストレージの運用効率を向上させることです。
この大きな一歩は、ハイパーバイザーから始まります。

ハイパーバイザー： 
Software-Defined Storage の
導入に最適な環境

ハイパーバイザーは、物理サーバと、その上で動作する仮想マ
シンの間に配置されます。このため、アプリケーションやホス
ト ハードウェアなどあらゆるものを把握できます。

IT スタックにおいて絶好の位置にあるハイパーバイザーは、仲
介役として独自のポジションを担い、仮想マシンのニーズとそ
の上で動作するアプリケーションのニーズ（コンピューティン
グ、ストレージ、ネットワークの要件など）のバランスを取り
ます。IT スタック全体を俯瞰できるということは、リソースを
効率的に割り当てるうえで、また、継続的なワークロードの最
適化を管理するうえで必要です。

ハイパーバイザーがアプリケーションとストレージ サービスの
間の仲介役になれるのはなぜでしょうか。その理由は、ハイパー 
バイザーの高い視認性と配置場所にあります。

 ✓ まず、ハイパーバイザーは本質的にアプリケーション視点
の製品です。ホスト サーバに接続された仮想マシン上で動
作している各アプリケーションを直接認識し、アプリケー
ションのストレージ要件を把握します（これは、ハイパー
バイザーの機能の一部です）。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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 ✓ 一方で、ハイパーバイザーは、ホスト サーバとホストされ
ている仮想マシンの間の I/O データ パス内に位置付けられ
ており、下層のストレージ インフラストラクチャを管理し
ています。このような絶好の位置にあるため、堅牢な物理
リソースを、ストレージ キャパシティとストレージ機能の
柔軟性の高いプールに変え、ストレージ キャパシティとス
トレージ機能を、必要に応じてアプリケーションに割り当
てることができます。

x86 ハードウェアの活用
HCI では、（専用のストレージ ハードウェアではなく）業界
標準の x86 ハードウェアを使用して柔軟な共有ストレージを
提供します。多くのメリットは、この変更から生まれたもの
です。HCI のストレージ環境では、業界標準のハードウェアに
搭載されたストレージ コンポーネントを使用するため、従来
のストレージ アーキテクチャに内在していた障害を回避でき 
ます。

このアプローチは、エンタープライズ ストレージにおける従来
の設備投資コスト ルールと運用コスト ルールを書き換えるも
のです。ストレージ コンポーネントはもはや高価ではなく、 
パフォーマンス、コスト、キャパシティに関する個々の要件を
満たすコンポーネントを自由に選択できます。

HCI におけるストレージ コンポーネントは、コンピューティン
グとメモリをサーバ インフラストラクチャと共有します。スト
レージ アレイ、コントローラ、メモリ、SAN などを別途用意す
る必要はありません。ストレージ製品は、仮想化クラスタに完
全に統合されており、サーバに SAN が組み込まれているような
ものです。

現在、HCI 用ストレージを x86 ハードウェアまたは DAS に実装
する方法は 2 つあります。

 ✓ （ハイパーバイザーの内部ではなく）ハイパーバイザー上
の仮想マシン（コントローラ仮想マシンと呼ばれることも
ある）上で動作しているサードパーティ製ソフトウェア
が、仮想ストレージ アプライアンス（VSA）を作成。

 ✓ ストレージ機能をハイパーバイザー内に直接組み込む。こ
のアーキテクチャは、「ハイパーコンバージド ストレー
ジ」と呼ばれます。これは、HCI ソリューションで使用さ
れる手法です。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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新しいストレージ管理方法
ハイパーコンバージド ストレージ アーキテクチャの主なメリッ
トの 2 つ目は、ハードウェア中心からアプリケーション中心の
管理とプロビジョニングに一新したことです。

簡単に言うと、HCI では管理レイヤーが変更され、（ハード 
ウェア リソースではなく）アプリケーション要件に基づいてスト 
レージを決定できます。

歴史的に見ると、ストレージ サービス管理は、キャパシティ、
パフォーマンス、保護などの厳格なストレージ要件を満たすこ
とで進化してきました。これらの要件はチーム間で共有され、
その後、LUN またはストレージ ボリュームとして物理的に実
装されました。いったん実装したら、変更の余地はほとんどな
く、要件はまさに変更不能でした。

HCI はこの常識をくつがえすものです。従来のハードウェア視
点のアプローチが、アプリケーション視点のストレージ ポリ 
シーに置き換わります。ストレージ ポリシーは、アプリケー 
ションを実行する仮想マシンに関連付けられます。そして、 
ストレージ レイヤーに自動的にプッシュされ、実装および適用
されます。導入効果は次のとおりです。

 ✓ 開発から、テスト、ロールアウト、本番運用にいたるアプ
リケーションのライフサイクルに応じて、ストレージ ポリ
シーおよびストレージ ポリシーによって制御されるサービ
ス レベルを簡単かつ動的に変更できます。

 ✓ ハードウェア固有のポリシーに比べて、無駄が大幅に少な
くなっています。アプリケーションは、必要なときに必要
なストレージ サービスだけを利用します。キャパシティや
データ サービスを定期的にオーバープロビジョニングする
必要はありません。

 ✓ 標準化された共通の管理手法を、さまざまなストレージ タ
イプとストレージ階層で使用できます。ポリシーベースの
管理手法は、いわばストレージ環境に対する統一された指
令制御センターです。新しいハイパーコンバージド スト 
レージ アーキテクチャに加え、従来のストレージ ソリュー 
ション（SAN、NAS など）も管理できるほか、アプリケー
ション視点のストレージ ポリシーのすべてのメリットを享
受できます。

VMware などから提供されている次世代の HCI ソリューションは、
新しいストレージ抽象化機能と制御プレーンを備えています。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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 ✓ 従来のストレージの抽象化に加え、x86 サーバ ハードウェ
アに接続されているストレージ リソースを抽象化したまっ
たく新しい HCI アーキテクチャを実装できます。

 ✓ 新しい動的なアプローチとして、制御プレーンでは各種のス
トレージ間で共通するストレージ サービスを管理できます。

Software-Defined Everything 
に向けて

コンピューティングの仮想化は、パフォーマンスとスケーラ
ビリティのメリットを実現してきた、すでに成熟したテクノロ 
ジーです。今日では、その他のデータセンター コンポーネント
も、拡張可能な動的リソース プールに進化しており、Software-
Defined Networking、Software-Defined Storage、ハイパー
コンバージド インフラストラクチャ、ソフトウェア ベースの
アプリケーション サービスなど、いわゆる Software-Defined 
Everything の時代になりつつあります。これらのすべてが 
Software-Defined Data Center（SDDC）の基盤となり、データ
センター全体がソフトウェアで抽象化されます。

VMware NSX は、SDDC のためのネットワーク仮想化プラット 
フォームです。通常ハードウェアで実行されるネットワーク機
能とセキュリティ機能が、ハイパーバイザーに組み込まれてい
ます。NSX のネットワーク仮想化プラットフォームは、10 年前
にサーバ仮想化が登場したときと同じように、データセンター
のネットワーク運用モデルを根本から変化させます。すでに多
くのお客様の環境で SDDC の可能性の最大化に貢献しています。

NSX を使用することで、ネットワーク環境全体をソフトウェ
アで再現できます。NSX は、論理ネットワーク要素とサービス
の完全なセットを備えており、論理スイッチング、ルーティン
グ、ファイアウォール、ロードバランシング、VPN、QoS、監
視機能などを含みます。仮想ネットワークは、基盤となるハー
ドウェアに依存せず、プログラムによってプロビジョニングお
よび管理されます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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この章の内容
▶▶ ハイパーコンバージド インフラストラクチャの普及を促す技術動向
▶▶ VMware 製品を使用したハイパーコンバージド インフラストラクチャ
▶▶ VMware vSAN の特性

こ 
の章では、VMware vSAN を使用したハイパーコンバー 
ジド インフラストラクチャ（HCI）ソリューション

がネイティブ アーキテクチャのメリットをどのように提供して
いるかについて説明します。また、VMware ソフトウェア スタッ 
クのメリットと導入における豊富な選択肢についても解説し 
ます。

ハイパーコンバージド  
インフラストラクチャを 
構築する2 つの方法

ストレージ アーキテクチャの点から見ると、HCI を実現する主
な方式は 2 つあります。両者は一見同じように見えますが、根
本的に異なるエクスペリエンスと機能を提供します。

第 4 章
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 ✓ ハイパーバイザー上にストレージ ソフトウェアを後付けする
 ✓ ハイパーバイザーの内部にストレージ ソフトウェアを組み
込む

ハイパーコンバージェンスを実現する後付け方式では、ハイ 
パーバイザー上の仮想マシン（VM）内でサードパーティ製のス
トレージ ソフトウェアを実行します。

このアプローチでは、ハイパーコンバージェンスは実現できま
すが、無視できない課題もあり、各サーバ上でゲスト仮想マシ
ンとして動作し、各サーバ上の専用リソースを使用するスト 
レージ レイヤーが生成されることに起因します。

もっとも注意が必要な後付け型ハイパーコンバージェンスの 
デメリットの例は、次のとおりです。

 ✓ 過度なリソース使用
 ✓ パフォーマンスの低下と、レイテンシーの高さ
 ✓ 既存の管理機能と複数の運用環境との連携に関する制限

VMware は、「組み込み型」のアプローチを採用しています。
この革新的なアプローチでは、ストレージ ソフトウェアはネイ
ティブで、ハイパーバイザーに直接組み込まれています。つま
り、仮想アプライアンスを使用するハイパーバイザー上ではな
く、ハイパーバイザーの内部で統合が行われます。

ハイパーコンバージドのアプローチには大きなメリットがあり
ます。

 ✓ リソース使用量の削減
 ✓ パフォーマンスの向上と、遅延の低さ
 ✓ 緊密な統合による、単一のツールと簡素化された運用モデ
ルを活用した包括的な管理

組み込み型のハイパーコンバージド ストレージのメリットの 
例は次のとおりです。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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 ✓ 各ホスト上で、特定の仮想 CPU（vCPU）を仮想ストレー
ジ アプライアンス（VSA）専用にする必要がありません。

 ✓ CPU リソースは、必要時にのみ使用されます。最悪の事態
に備えて CPU リソースを確保しておく必要はありません。

 ✓ CPU サイクルを短縮するには、2 スタック（ハイパーバイ
ザー + VSA のゲスト OS）ではなく 1 スタック（ハイパー
バイザー）を使用してください。これはシンプルな数字の
話です。

ハイパーコンバージド ストレージを使用した場合、統合は、ハ
イパーバイザー上で動作する仮想マシン内ではなく、ハイパー
バイザー内で行われます。

VMware 製品を基盤とする HCI
VMware は HCI ソリューションの実現に向けて、従来の IT イン
フラストラクチャ サイロを業界標準の Intel ベースのハードウェ
アに統合するアプローチを採用しています（図 4-1）。VMware 
製品を基盤とする HCI ソリューションでは、物理インフラスト
ラクチャを仮想化することで、リスクを伴わずにインフラスト
ラクチャを進化させることができるほか、従来のサイロ化され
たリソースに比べて総所有コスト（TCO）を削減できます。さ
らに、新しいハードウェア、アプリケーション、およびクラウ
ド戦略にタイムリーに対応できるよう将来に向けた拡張が可能
です。HCI は、もともとは仮想コンピューティング、仮想スト
レージ（およびストレージ ネットワーク）、統合管理機能で構
成されていましたが、現在では、高度な仮想化ネットワーク リ
ソースを使用して拡張し、完全な SDDC を実現できます。

VMware のネイティブに統合されたソフトウェアと Intel のプロ
セッサと SSD を使用した、費用対効果とパフォーマンスの高い
コンピューティング機能とストレージ機能を利用できます。実
績の高い Intel のハードウェアと VMware のソフトウェアによ
る理想的な組み合わせで、高いパフォーマンスと信頼性を実現
することが可能です。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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VMware の HCI ソフトウェア スタックは、市場で高い評価を受
けている 3 つのソリューションで構成されています。

 ✓ VMware vSphere：業界標準のハイパーバイザー
 ✓ VMware vSAN：エンタープライズクラスのセキュアなス
トレージ ソリューション。ハイパーバイザーに組み込ま 
れており、高いパフォーマンスと信頼性を実現できます

 ✓ VMware vCenter Server：拡張可能な統合管理ソリュー 
ション

VMware 製品を基盤とする HCI ソリューションには、すぐに使
用できる HCI アプライアンス、HCI を使用したパブリック クラ
ウド サービス、vSAN ReadyNode プログラムを利用した 250 を
超える認定済みサーバなど、導入に向けた豊富な選択肢が用意
されています。

図 4-1：  VMware 製品を使用したハイパーコンバージド  
インフラストラクチャ

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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VMware vSAN の使用
VMware が、ハイパーコンバージド ストレージとして提供する 
VMware vSAN には、サーバ接続ストレージ（SSD、HDD、または
その他のフラッシュ デバイス）がプールされています（図 4-2）。 
また、仮想環境用に設計された高度なデータ サービスを利用
して、共有データストアも作成されます。このデータストアは 
単一障害点がないため耐障害性が高く、また、最新のフラッシュ 
製品に最適化されています。

vSAN は、Intel ベースのサーバにおけるオールフラッシュ構成
とハイブリッド構成（フラッシュ デバイスと HDD が混在した
構成）の両方をサポートしており、仮想化アプリケーション用
のエンタープライズクラスのストレージを実現します。また、
ソフトウェアベースの強力な暗号化機能を備えた高パフォーマ
ンスのストレージであり、ビジネス クリティカル アプリケー 
ションにおける課題を解決する目的で開発されました。

さらに vSAN は、VMware ソフトウェア スタック内のほかのソ
フトウェアとシームレスに連携します。標準のハードウェアと
共通の VMware のツールおよびインターフェイスを使用するこ
とにより、コンピューティング、ストレージ、ネットワークの
各機能の管理作業を簡素化できます。いわば、vSAN は仮想マ
シンにとってもっとも簡素なストレージ プラットフォームであ
ると言えます。

以降のセクションでは、VMware vSAN の特性について解説し 
ます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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ネイティブ統合
ハイパーコンバージド ソリューションでは、ハイパーバイザー
を使用し、ソフトウェアによってストレージ機能とストレージ 
ネットワーク機能をサポートおよび提供しています。専用のス
トレージ ハードウェア（ストレージ アレイなど）や複雑なス
トレージ ネットワーク（Fiber Channel スイッチなど）は不要
です。

vSAN は vSphere カーネル内に組み込まれているため、CPU の
負荷を増やさずに最高水準のパフォーマンスを発揮します。さ
らに、ネイティブ アーキテクチャのため、管理作業が簡素化さ
れており、コンポーネントや統合ポイントの追加に伴うリスク
がありません。これは、ハイパーバイザー上で独立して動作す
る多くの仮想化ストレージ アプライアンスと、大きく異なる点
です。

図 4-2：  VMware vSAN

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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フラッシュに最適化された 
パフォーマンス
Software-Defined Storage（SDS）はハイパーバイザーに依存す
るため、ハイパーバイザーは処理負荷を分散するエンジンのよ
うなものです。したがって、ハイパーバイザーのパフォーマン
スを高めることは、ストレージのパフォーマンスを高めるうえ
で重要です。

VMware vSphere による仮想化環境の場合、ESXi ハイパーバイ
ザーは、フラッシュ ハードウェア上でのストレージ パフォー 
マンスを高められるよう設計されています。これは偶然の結果
ではありません。ESXi ハイパーバイザーは、10 年以上前から
最適化されています。ハイパーコンバージド設計では、ディス
ク アレイによって実装されていた機能は、ワークロードまたは
仮想マシンが動作するホストに移動しています。

vSAN は、新たに設計された分散型ストレージ システムを使用
して、この高いパフォーマンスをハイパーバイザー レイヤー
で発揮します。これにより、ストレージ処理が効率化され、最
新のフラッシュ テクノロジーの機能を利用できるようになり
ます。その結果、アプリケーションの応答時間が短くなるう
え、IT 管理者は仮想マシンの統合率を高めることができます。

さらに、ハードウェア パートナーの強力なエコシステムに
より、最新のフラッシュ製品に迅速に対応できます。vSAN 
ReadyLabs は vSAN に特化したエンジニアリング チームであ
り、vSAN および最新のハードウェア製品を実際に試用し、テ
スト/認定済みの vSAN ReadyNodes を使用して、導入時のハー
ドウェア環境を検証します。

ネイティブの HCI セキュリティ
データの価値が高まる一方で、セキュリティ侵害発生時のコス
トが増え続けており、多くの最高情報責任者（CIO）にとって
セキュリティは最優先事項になっています。VMware は、HCI 
用に開発された、業界初となるソフトウェアベースの保存デー
タ暗号化ソリューションを提供しており、金融市場や連邦政府
において、セキュリティ リスクの軽減や、安全性の向上に活用
されています。

また、vSAN の暗号化機能を利用することにより、高額な自己
暗号化ドライブ（SED）を購入することなく、ニーズに応じた
ストレージ ハードウェアを導入できます。vSAN の暗号化機能

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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は、ハードウェアにはまったく依存しません。さらに、暗号化
機能では代表的なキー管理サーバがサポートされており、クラ
スタ全体に対して 1 クリックで有効化できるため、キー管理作
業を大幅に簡素化できます。

優れた運用効率
高度なストレージ効率化機能としては、重複排除、圧縮、およ
びイレイジャー コーディングがあります。これらのデータ効率
化機能とデータ縮小機能は、データが vSAN のキャパシティ レ
イヤーに書き込まれる前に適用されます。これらの機能を有効
化することで、ストレージ使用率を大幅に改善できます（つま
り、同じ量のデータを保存するのに必要な物理ストレージが少
なくて済みます）。

VSA ベースの HCI ソリューションの場合、これらの機能を有効
化すると、CPU とメモリに対してかなりのオーバーヘッドが発
生することがありますが、統合している場合、これらの機能を
有効化したときに発生するコンピューティングのオーバーヘッ
ドは、ごくわずかです。つまり、さまざまなワークロードが混
在している環境でも、これらの機能を有効化したままにしてお
くことができるのです。複雑な計画の策定、厳しい意思決定、
ワークロードの変化に応じた環境の監視や調整をする必要はあ
りません。

運用上のメリット
運用上のメリットはおそらく、ハイパーコンバージド アプロー
チにおける最大のメリットです。ハイパーコンバージド スト 
レージのアプローチは、ハイパーバイザーのすべての機能を統
合および活用できるよう新規に開発されており、運用上のオー
バーヘッドが増えたり、中核となる機能が利用できなくなるこ
とはありません。

vSphere 環境を使用している場合、仮想化レイヤーの機能（vSphere 
High Availability、vSphere vMotion など）の価値を活用してい
るはずですが、まさに、同じ機能が vSphere ベースのハイパー
コンバージド ストレージにもあります。ハイパーバイザーの中
にすべて組み込まれているためです。

HCI ソリューションを大規模展開する場合、vSAN は公開 API/
SDK と PowerCLI を広範にサポートするため、高度な自動化と
スクリプト処理が可能です。コンピューティングとストレージ

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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の日常的な管理および監視はすべて、使い慣れた vCenter ツー
ルを使用して実行することができます。アラートの確認、キャ
パシティ使用量の表示、1 クリックでのコントローラ用ドライ
バのアップグレード（vSAN 6.6 の新機能）などが可能です。大
規模環境で迅速に監視とトラブルシューティングを行う目的で 
vRealize Operations を使用している場合、管理者は、vRealize 
Operations にネイティブに統合されている vSAN のメリットを
享受できます。主に、複数の vSAN クラスタの容易な監視、高
度なキャパシティ プランニング、および顧客の vSAN ダッシュ
ボードで健全性とパフォーマンスの確認などを行うことができ
ます。

ハードウェアの豊富な選択肢
最大の価値と柔軟性、そして完全な Software-Defined Data 
Center（SDDC）の実現には、HCI ソリューションを特定の 
ハードウェア プラットフォームに関連付けることは推奨され
ません。VMware は HCI ソリューションを展開する際にハード 
ウェアに依存しないアプローチを採用しており、ハードウェアを 
自在に選択できるため、インフラストラクチャを自社で制御で
きます。

 ✓ 真のHCI の柔軟性により、x86 サーバ プラットフォームと
ベンダーを自由に選択できます。主要な x86 サーバ ベン 
ダーはすべて、vSAN を実行できる認定済みハードウェア ソ 
リューションを提供しています。既存のハードウェア バン
ドル（vSAN ReadyNodes）から選択するか、サポートされ
ているコンポーネントを入手してインフラストラクチャを 
カスタマイズする 2 つの選択肢が用意されています。 
ニーズに応じた選択を可能にする優れた柔軟性です。

 ✓ ターンキー アプライアンスを導入することで、VMware 製
品を基盤とする HCI を迅速に構築できます。HCI はハード
ウェア アプライアンスとして、きめ細かく構成された状態
で提供されます。柔軟性はやや劣りますが、迅速に導入で
きる、ライフ サイクル管理機能が備わっている、購入手
続きがシンプルである、という特徴があるため、迅速にメ 
リットを実現することができます。

ダウンタイムのない柔軟な拡張
VMware vSAN は分散型アーキテクチャを使用して設計されて
いるため、ダウンタイムのない柔軟な拡張が可能です。これ
は、x86 プラットフォームを使用することで得られる、アーキ 
テクチャ面での大きなメリットです。また、データセンター

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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を、クラウド サービス プロバイダーのようにモジュール式で
稼動させることができます。ビジネス ニーズの変化に合わせ
て、vSAN ベースの HCI ソリューションをスケールアップまた
はスケールアウトし、アプリケーションのニーズにきめ細かく
応えることが可能です。

この「ビジネスの成長に合わせて拡張する」モデルでは、長期
間にわたって段階的に投資を行うことができます。

HCI ソリューションを拡張する方法は 2 つあります。どちらも 
非常にシンプルです。

 ✓ スケールアウト：新しいホストをクラスタに追加すること
によって、キャパシティ拡張とパフォーマンス向上を同時
に行います。

 ✓ スケールアップ：新しいドライブを既存のホストに追加す
ることによって、キャパシティ拡張とパフォーマンス向上
を別々に行います。

vSAN は、オールフラッシュ ストレージまたはハイブリッド ス
トレージとして構成できます。ハイブリッド ストレージ アーキ
テクチャの場合、vSAN は、サーバに直接接続されている HDD 
と SSD をプールし、分散型共有データストアを作成します。

フラッシュ デバイスは価格が低下しており、またスペース効
率が優れているため、高速化と低コスト化が進むオールフラッ 
シュ構成に急速にシフトしています。

仮想マシン向けの理想的なストレージ
ここまで、ハイパーコンバージド 
ストレージのすべての特性を見て
きましたが、仮想マシンにとって
理想的なストレージとなるメリッ
トがあることは明らかです。
ハイパーコンバージド ストレー
ジの主なメリットは次のとおり
です。

▶✓ 価格とパフォーマンスのバラ
ンスが優れており、今日使わ
れているサーバ上で期待どお
りのメリットが得られる

▶✓ ストレージがハイパーバイ 
ザーおよびその強力な機能と
統合されている

▶✓ ストレージ環境を導入、拡
張するための選択肢が豊富
にある

これらのメリットが、ハイパー
コンバージド ストレージが仮
想マシンにとって理想的なスト 
レージになった理由であり、HCI 
のもっとも純粋な形、かつ SDDC 
への最短経路です。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。



統合管理による 
運用モデルの変革

この章の内容
▶▶ ハイパーコンバージド インフラストラクチャ環境の管理と監視
▶▶ 仮想マシン レベルの運用
▶▶ ポリシー ベースの自動化の活用
▶▶ ストレージ サービスの動的な制御

I 
T 運用の詳細について学ぶ準備はできていますか。この章で
は、ハイパーコンバージド インフラストラクチャ（HCI）に

おいてリソースを簡単かつ統合的に管理することで、どのよう
に運用モデルを変革できるか解説します。

単一画面での管理
椅子を回転させながらインターフェイスを行き来し、IT 環境を
あらゆる角度から管理する。IT 運用担当者にはおなじみの光景
です。HCI では 1 つの画面で管理できるので、煩雑さが解消さ
れます。

VMware 環境では、使いなれた vSphere ツール（特に VMware 
vCenter Server）を使用して、コンピューティング、ストレー
ジ、ネットワークを 1 つの画面で管理できます。vCenter Server 
を使用すれば、仮想環境を簡単かつ自動的に制御できます。導
入、管理、監視を 1 つの画面で行えるため、ほかのツールは不
要です。複数のツールを使い分ける必要がないので、慌ただし
さから解放されます。

ただし、すべての HCI 環境で統合管理を行えるわけではありま
せん。HCI システム、ハイパーバイザー、およびストレージの
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管理には別々のツールが必要なシステムもある、ということに
留意してください。

大規模環境の管理
システム監視について言えば、HCI 環境には組み込みの監視機
能が必要です。

たとえば VMware 環境では、高度なパフォーマンス監視機能と
キャパシティ監視機能が vCenter に直接組み込まれています。
キャパシティ使用状況や、ハードウェア上で最新の認定ファー
ムウェアが実行されているかどうかを簡単に確認できるほか、
パフォーマンスが目標レベルに達しているかどうかを確認でき
ます。

VMware 製品を基盤とする HCI ソリューションに高度なプロア
クティブなパフォーマンス監視/分析機能の追加には、VMware 
vRealize Operations とVMware vRealize LogInsightが提供する、
カスタム ダッシュボードや履歴データによる傾向分析などの高
度な機能を検討することを推奨します。vRealize Operations と 
vSAN がネイティブに統合することで、マルチクラスタ管理やパ
フォーマンスとキャパシティの予測分析、迅速なトラブルシュー
ティングに加え、簡単な監視を行うことができるため、vRealize 
Operations は大規模環境にとって理想的なツールです。

これらの機能を利用することにより、詳細な運用状況を可視化
し、ソフトウェア スタックと環境の全体像を把握できるため、
プロアクティブな監視と迅速なトラブルシューティングを行う
ことが可能です。

仮想マシン レベルの運用
エンタープライズ IT とは基本的に、アプリケーションを提供
することです。ユーザーは、アプリケーションのレンズを通し
て世界を捉えます。HCI も同じです。HCI 環境において管理者
は、個々のアプリケーションおよびアプリケーションが配置さ
れている仮想マシン（VM）で使用される、すべてのストレー
ジ サービスを調整できます。

HCI は、IT 部門がインフラストラクチャ コンポーネントを定義す
る方法ではなく、ユーザーが世界を捉える方法に似ています。こ
れは、ストレージ内の現状とはまったく異なります。一般的に、
今日のストレージ デバイスはアプリケーションのことをほとんど
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把握していません。ストレージ デバイスは、世界をストレージ視
点の LUN およびファイル システムとして捉えています。各スト
レージ デバイスにはコンテナがあり、キャパシティ、パフォーマ
ンス、および保護機能が静的に組み合わされています。

HCI 環境では、データ プレーン レベルでストレージが抽象化
されるため、ストレージ サービスを仮想マシン レベルできめ
細かく制御できます。つまり、物理ストレージの制約に基づく
ストレージ サービスではなく、アプリケーション要件に基づく
ストレージ サービスを作成できます。言い換えれば、バックエ
ンドのハードウェアではなく、アプリケーションとエンド ユー 
ザーのニーズがすべてです。

ポリシーによる自動化
運用を効率化するため、次世代の HCI システムでは、ストレージ 
ポリシーを使用して自動化を行い、アプリケーション要件に合
わせて、キャパシティ、パフォーマンス、可用性、冗長性など
に関するポリシーを設定できます。VMware 環境における、ポ
リシーベースの制御プレーンに対する基盤は VMware vSphere 
Storage Policy-Based Management（SPBM）です。

ポリシーとは、仮想マシンおよび仮想マシン上で動作するアプリ
ケーションのストレージ要件を記述したテンプレートのことです。

管理制御プレーンは仮想マシンの配置を自動化します。具体的
には、アプリケーションのストレージ要件を満たす、使用可能
なデータストアを洗い出します。これにより管理者は、ケース
バイケースで仮想マシンをプロビジョニングするという工数の
かかる作業をせずに済みます。

自動化とポリシーベース管理を組み合わせることにより、スト 
レージ管理作業を簡素化できるほか、価値を迅速に顧客（貴社の 
IT サービスを利用する人）に提供できます。次に例を示します。

 ✓ アプリケーション管理者は、サービスとしてのストレージ
を使用できます。その際、サービス提供におけるボトル 
ネックによる速度低下は発生しません。一方、従来のスト
レージ プロビジョニング手法では、サービス提供における
ボトルネックが発生します。

 ✓ ストレージ リソースは、アプリケーションの厳密な要件
に合わせてプロビジョニングされます。アプリケーション
管理者は、必要なものだけを取得し、コストのかかるオー 
バープロビジョニングは発生しません。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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アプリケーション管理者は、ストレージ ポリシーの作成後、必
要なアプリケーション テンプレートまたは仮想マシン テンプ 
レートを選択できます。制御プレーンのポリシー エンジンが、関
連するストレージ ポリシーを参照し、アプリケーションの要件に
合わせてストレージ リソースを正確にプロビジョニングします。

ストレージ サービスの動的制御
今日の静的ストレージ モデルでは、ストレージ管理者は、ス
トレージ導入前に各種のアプリケーションのニーズを見積もる 
（または当て推量する）必要があります。そして、物理ハード
ウェアを入手し、キャパシティ、パフォーマンス、および保護
に関するさまざまなサービス レベルが関連付けられている、
プロビジョニング済みのリソース プールに割り当てます。これ
で、アプリケーションを使用できる状態になります。

この従来型モデルが理想的でない理由は簡単です。この手法に
は多くの問題がありますが、その一部を次に示します。

 ✓ アプリケーションの要件が、設定済みストレージ サービス 
レベルのどれとも正確に一致しない場合、ストレージ管理
者が譲歩する必要があります。

 ✓ アプリケーションの要件が、定義済みストレージ リソー
ス プールによって提供されている範囲を超えた場合、スト 
レージ管理者はそのアプリケーションを適切なプールに移
す必要があります。

 ✓ 実際の合計ストレージ需要が割り当て済みバケットと合致
しない場合、リソースは破棄されているか、需要を満たし
ていません。

HCI は、従来のストレージの型を打ち破るものです。すべての
ハードウェア リソースとソフトウェア リソースを、ストレージ 
サービスの大きいプールとして捉え、アプリケーションに割り
当てることができます。アプリケーションから特定のポリシー
に基づいて特定のストレージ サービスに対する要求が届いた場
合、HCI は、データ サービス（適切なキャパシティ、パフォー
マンス、保護）の正確な組み合わせを動的に構成し、そのアプ
リケーションのニーズを満たします。

HCI 環境では、今日の仮想化コンピューティングで実行されて
いるのと同じように、IT チームが需要と供給を正確に一致させ
ることができます。特定のアプリケーションの要件を予測する
必要はありません。どのようなニーズにも対応できます。
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VMware  製品の実装： 
ポリシーベースの  
vSphere ストレージの管理

VMware 環境における、ポリシーベースの制御プレーンに対する基
盤は VMware vSphere Storage Policy-Based Management（SPBM）
です。

SPBM では、キャパシティ、パフォーマンス、および可用性に
関するストレージ要件を、仮想マシン ストレージ ポリシーと
呼ばれるテンプレートの形で取得できます。SPBM は、これら
のポリシー テンプレートに基づいて、ストレージ サービスの
プロビジョニングと監視を自動化し、個々の仮想マシンのニー
ズの変化に合わせて、仮想マシンが必要とするストレージ リ 
ソースを割り当てます。これにより、新規アプリケーションに
対するストレージを迅速にプロビジョニングができます。

また、ポリシーを使用することで、変更プロセスが簡素化され
ます。仮想インフラストラクチャ（VI）管理者は、いつでもポリ 
シーを修正でき、インフラストラクチャに対する必要な変更は、
自動化機能によって構成されます。これによりアプリケーション
は、刻々と変化するビジネス ニーズに容易に対応できます。

アプリケーション プログラ 
ミング インターフェイスを 
使用したプログラミング

アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）
は、ソフトウェアで定義されたあらゆるものの中心的存在で
す。API を使用することで、HCI 環境をさまざまなユースケー
スに合わせて柔軟に調整できます。

具体的には、ポリシーベースの制御プレーンは統合ポイントを
備えており、API を使用してプライベート クラウド環境に IT  
サービスを迅速に提供できるほか、アプリケーション所有者は
ストレージ サービスをセルフサービスで使用できます。これら
の API を使用することにより、ストレージをセルフサービス方
式で使用するための、スクリプト ソリューションやクラウド自
動化ソリューションなどの、データセンター管理ツールを HCI 
環境に組み込むことができます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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仮想インフラストラクチャ管理者
とストレージ管理者の関係の刷新

今日のデータセンターでは、仮想インフラストラクチャ（VI）管
理者とストレージ管理者は相互依存関係にあります。どちらか一
方でも欠ければ、職務に支障をきたす可能性があります。この相
互依存関係は、IT の主導権争いにつながる恐れもはらんでおり、
それぞれが自分の仕事を優先して遂行しようとしかねません。

VMware 製品を基盤とする HCI であれば、SPBM を使用すること
により、このような主導権争いを生み出す原因を取り除くことが
できます。SPBM は、ストレージ運用を簡素化し、手動タスクを
自動化して、VI 管理者とストレージ管理者の運用上の依存関係を
解消し、ストレージ インフラストラクチャのプロビジョニング
と、仮想マシンによるストレージの使用を分離します。

このようなソフトウェアが制御する世界では、VI 管理者がイン
フラストラクチャへの変更要求に対応する際、ストレージ管理
者に依存する必要がありません。

 ✓ ストレージ管理者は、ストレージ キャパシティとデータ  
サービスを前もってセットアップします。ストレージ キャ
パシティとデータ サービスは、いわゆる仮想データストア
として公開されます。ストレージ管理者は常に、使用可能
なリソースを管理しているため、より効率的に作業を遂行
できます。

 ✓ VI 管理者は、仮想データストアをストレージ アイテムのメ
ニューとして使用し、仮想マシンのニーズに対応します。
業務を自己完結できるため、いつでもポリシーを修正でき
ます。また、インフラストラクチャに対する必要な変更
は、自動化機能によって構成されるため、VI 管理者はスト
レージ管理者と同様、効率的に仕事を遂行できます。

VI 管理者とストレージ管理者は、互いに依存しなくても、日常
業務を進めることができます。どちらも、多くのタスクを自己
完結でき、争うことなく友人になれるのです。

Software-Defined Storage（SDS）環境の管理者には、2 つの基
本的な役割があります。

 ✓ ストレージ管理者は、動的使用が可能な大きいリソース  
プールを作成します。

 ✓ VI 管理者は、ポリシーを定義し、実行状況を監視します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。



ハイパーコンバージド 
インフラストラクチャ

の導入
この章の内容

▶▶ VMware 製品を基盤とする HCI の導入の選択肢
▶▶ 認定ソリューション
▶▶ ハイパーコンバージド インフラストラクチャ アプライアンス

理 
論から実践に進む準備はできていますか。この章で
は、条件やスケジュールに応じてハイパーコンバー

ジド インフラストラクチャ（HCI）を実装する際に利用できる
リソースについて説明します。

VMware 製品を基盤とする  
HCI の実装：導入における 
選択肢

VMware 製品を基盤とする HCI を実装する際の主な選択肢は  
2 つあります（図 6-1）。

 ✓ VMware vSAN ReadyNode を基盤とする認定ソリューショ
ン

 ✓ すぐに使用可能な Dell EMC VxRail HCI アプライアンスと
しての統合システム
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どちらの導入方法でも、データセンターが効率化され、VMware 
vSAN と SSD を使用した、低コストで高パフォーマンスのコン
ピューティング機能とストレージ機能を利用できます。業界標 
準の x86 アーキテクチャに導入できる HCI 環境では、ネイティ
ブ統合されるソフトウェアは、vSAN、vSphere、および vCenter 
です。

VMware vSAN は、実績のある高パフォーマンス ストレージで
す。仮想化のスキルを高め、インフラストラクチャ コストと管
理コストを削減し、将来のハードウェア、アプリケーション、
クラウド製品に合わせて拡張できます。

また、ソフトウェアをベースとし、ハイパーバイザーから提
供されるため、ハードウェアにまったく依存せず、任意の 
vSphere 対応 x86 サーバと連携します。つまり、HCI の導入に
は、vSAN ノードを構成および展開するために必要な、VMware 
製およびサードパーティ製のさまざまなコンポーネントとオプ
ションを使用できるため、柔軟性の大幅な向上と、市場投入ま
での時間短縮が可能です。

選択した導入モデルにかかわらず、vSAN を使用すればサーバ 
側のコストを節約できます。低コストで業界標準の x86 アーキ
テクチャ ストレージ コンポーネントを使用して、ストレージ 
の設備投資コストを削減できるほか、SDS 運用モデルのその他
のメリットをすべて享受できます。

図 6-1：  HCI 導入モデル
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認定ソリューション： 
vSAN ReadyNode

vSAN は、ニーズに応じて OEM 製の認定ハードウェア プラット 
フォームにも導入できます。これらの認定プラットフォー
ムは、サーバ、コントローラ、およびデバイスから成るフ
ル ハードウェア スタックであり、vSAN ReadyNode と呼ば
れ、VMware vSAN ReadyLabs とサーバ OEM 各社が、vSAN 対
応の膨大な数のサーバ構成を共同で検証しています。

このアプローチでは、各ベンダーから提供されているオプショ 
ン メニューの中から、好みの ReadyNode を選択し、ワーク 
ロードのさまざまなキャパシティ ニーズとパフォーマンス ニー
ズに対応する、vSAN ノードを構築できます。ReadyNode は、
そのままの状態で購入することも、メモリ、CPU、ドライブを
増設するなど、ニーズに合わせてカスタマイズすることもでき
ます。

まとめると、vSAN ReadyNode は、自動化やカスタマイズ可能
なハードウェア構成を必要とする大規模データセンターにおけ
る、ハイパーコンバージドな構成要素として理想的であると言
えます。

vSAN ReadyNode のメリット
の確認
vSAN ReadyNode は、購入時の簡単な意思決定、HCI の制御、
導入効果実現までの時間短縮、などに貢献し、次のようなメ 
リットを提供します。

 ✓ ハードウェアの選択：任意のサーバ OEM や、250 以上の
認定 ReadyNode の中からワークロード ニーズに適したも
のを選択できます。各ソリューションの特長は、価格とパ 
フォーマンスを中心に差別化されています。

 ✓ サイロの解消：すでに使用している x86 プラットフォーム
上に HCI 環境を導入できるため、新しいハードウェアの習
得や、新しい購入プロセス、新しいサポート モデルを採用
する必要はありません。
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✓✓ 容易な発注とカスタマイズ：CPU、メモリ、ネットワー
ク、I/O✓コントローラ、HDD、および✓SSD✓があらかじめ構
成された✓SKU✓を✓1✓つ購入するだけでよく、任意で✓vSphere✓
と✓vSAN✓をプリインストールできます。そのままの状態で
購入することも、ニーズに合わせてカスタマイズすること
もできます。
✓✓ ライセンスのオプション：既存の✓Enterprise ✓License✓
Agreement✓を利用することも、シンプルに、新規でライセ
ンスを購入することもできます。

適切な vSAN ReadyNode の選択
適切な✓vSAN ReadyNode✓の選択には、次のリソースを活用でき
ます。

1. ワークロードに対するハードウェア要件を明確化する際の
指針や、ニーズを満たす ReadyNode のカテゴリについ
て解説している『vSAN Hardware Quick Reference 
Guide』を参照する。 
https://www.vmware.com/resources/compat-
ibility/vsan_profile.html

2. vSAN ReadyNode Configurator では、ReadyNode の
仕様やベンダーなどを段階的に選択することで、最適
な ReadyNode を特定できます。✓ 
http://vsanreadynode.vmware.com/RN/RN

vSAN ReadyNode の実装
ここで、vSAN ReadyNode✓の実装に役立つヒントをご紹介します。

✓✓ vSphere 互換性ガイドに従う。✓ vSAN✓ に関する✓ vSphere✓
互換性ガイドに記載されている、ガイドラインやアドバ
イスに従ってください。このガイド（https://www.
vmware.com/resources/compatibility/search.
php?deviceCategory=vsan）は、VMware✓からの最新の
ガイダンスを提供するため、定期的に更新されています。
このガイドに確実に準拠することを推奨します。
vSAN✓導入時に使用予定の各ハードウェア✓コンポーネント
が✓VMware✓でサポートされているかどうかを必ず確認して
ください。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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✓✓ バランスの取れた構成にする。ベスト✓プラクティスは、す
べてのクラスタ✓メンバー間で、類似構成または同一構成の✓
ESXi✓ホストを導入することです。ストレージも類似構成ま
たは同一構成にします。これにより、ディスク✓クラスタ間
およびホスト✓クラスタ間で、仮想マシン（VM）ストレー
ジ✓コンポーネントのバランスがとれます。
✓✓ vSAN クラスタのライフ サイクル設計。ハイブリッド構成
の場合もオールフラッシュ構成の場合も、ワークロードに
対して十分な量のキャッシュとキャパシティを確保できる
方法で拡張することが重要です。
キャパシティを拡張するために必要なディスク✓スロットが
あり、かつ追加デバイスをそれらのスロットに簡単に装着
できるホストを選択することを検討してください。
✓✓ キャパシティ、メンテナンス、および可用性に必要なサイ
ズ。4✓ノード以上の構成にすると、3✓ノード構成に比べて可
用性が向上します。可用性要件を満たすだけでなく、障害
発生後にコンポーネントをリビルドできるようにするため
の、十分なストレージ✓キャパシティを確保してください。
✓✓ 既存のインフラストラクチャからデータと仮想マシンを移
行する。vSAN✓を使用した✓HCI✓システムへの移行は、非常
に簡単です。既存の✓vCenter✓インスタンス内に✓ReadyNode✓
ベースの新しい✓vSAN✓クラスタを展開した後、実績のある✓
vMotion✓と✓Storage✓vMotion✓をベースにした組み込みの移
行機能を利用できます。移行ウィザードで数回クリックす
るだけで、データとワークロードの両方を新しい✓HCI✓環境
に移行できます。その際、従来のコンピューティング環境
とストレージ環境においてダウンタイムは発生しません。

統合システム：Dell EMC VxRail 
HCI アプライアンス

Dell EMC VxRail✓アプライアンスは、構成/テスト済みの完全に統
合された✓VMware HCI アプライアンス✓ファミリーです。VxRail✓
はVMware vSphere✓と✓vSAN✓をベースにしており、Software-
Defined Data Center（SDDC）向けの実績の高い構成要素を利
用することによって、オールインワンの✓ IT✓ インフラストラク✓
チャ変換ソリューションを実現します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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2 台のラックで実現する SAN
これらのアプライアンスは、わずか 2 台のラック ユニットで 
SAN 全体の能力を備えており、さまざまなアプリケーション
およびワークロード向けに、シンプルで費用対効果の高いハイ 
パーコンバージド ソリューションを実現します。VxRail アプラ
イアンスは、耐障害性、高いサービス品質（QoS）、そして中
央管理機能を備えているので、統合ワークロード、仮想デスク
トップ、ビジネス クリティカル アプリケーション、およびリ 
モート オフィス インフラストラクチャの管理作業を迅速化、効
率化、簡素化できます。

使い慣れた環境
Dell EMC VxRail アプライアンスは、VMware vSAN をベースに
しており、使い慣れた VMware vCenter Server で管理できるた
め、現在 VMware 製品を使用しているユーザーなら使いやす
さを実感できます。また、運用の簡素化、ライフ サイクル管
理、IT サービスの充実といったメリットもあります。

また、Dell EMC のミッション クリティカルなデータ サービス
（例：レプリケーション、バックアップ、クラウド階層化）が 
フル搭載されており、これらのサービスに対して追加料金は
発生しません。VxRail アプライアンスは VMware ベースのソ 
リューションのため、VMware のクラウド管理プラットフォー
ムおよびエンド ユーザー コンピューティング ソリューション
とも統合でき、高度な SDDC 製品（VMware NSX、vRealize Air 
Automation、Horizon Air Hybrid-Mode など）を導入するため
のプラットフォームでもあります。

HCI 機能は、VMware の統合システムでも利用できます。これ
らのシステムでは、VMware のハイパーコンバージド ソフト 
ウェアである vSphere（仮想化用）と vSAN（ストレージ用）
が使用されています。統合システムは、VMware のコンピュー
ティング、ストレージ、ネットワークの各機能を、認定パート
ナーのハードウェアと組み合わせ、HCI アプライアンスにした
ものです。このため、導入と管理がしやすいオールインワンの
データセンター システムを実現できます。 

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。



ハイパーコンバージド 
インフラストラクチャ
を選択すべき 10 の理由

この章の内容
▶▶ ハイパーコンバージド インフラストラクチャの運用上のメリット
▶▶ ハイパーコンバージド インフラストラクチャのビジネス上のメリット
▶▶ 高度化しているアプリケーション ニーズ

本 
書の一番の楽しみを最後まで残しておきました（正確
には最後から 2 番目ですが）。ここでは、ハイパーコ

ンバージド インフラストラクチャ（HCI）の導入効果について
説明します。HCI は、業務部門と IT 部門の両方に、本当の意味
で高い効果をもたらします。

費用対効果の向上
HCI では、ストレージ システムの基盤として業界標準のサーバ 
ハードウェアを使用するため、コストを削減できます。市販の
ハードウェアを使用することで、独自のソリューションを購入
して保守する場合に比べ、取得コストと保守コストを削減でき
るため、設備投資コストと運用コストが全体的に低下します。
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運用効率の向上
HCI のワークフローを従来のストレージ ワークフローと比較し
た場合、ワークフロー内のステップ数が非常に少なく、また、
ワークフローに携わる従業員の数も通常非常に少なくなってい
ることに気づきます。これは意図的なもので、HCI 環境は、最
初から自動運用するよう設計されています。後から思い付いた
わけではありません。

HCI の運用効率が向上している例を 1 つ示します。同じスト 
レージ プロビジョニング処理を何度も繰り返し実行する必要は
ありません。ポリシーを設定し、自分の代わりにソフトウェア
にその処理を実行させます。その後は長期間にわたって、必要
に応じてストレージ割り当てを調整し、これらの処理を、信頼
できる使い慣れたツールで実行できます。

臨機応変な対応
アプリケーションのストレージ サービス要件は、常に変化しま
す。たとえば、あるアプリケーションをテスト環境から本番環
境に移行することがあります。高負荷のワークロードに対して
は、より多くのストレージ リソースを割り当て、あるワーク 
ロードを廃止しなければならないこともあります。

ハードウェア視点の世界では、このような変更は、IT スタッフに 
とって重労働となる場合がありますが、HCI をベースにしたア
プリケーション視点の世界では、そのようなことはありませ
ん。HCI 環境は、俊敏性が確保されるように設計されており、
アプリケーション ポリシーを変更すると、Storage Policy-Based 
Management（SPBM）により、インフラストラクチャは透過的か
つ自動的に、その変更に対応します。IT スタッフは、サービスの信
頼性を高めると共に、時間とリソースを節約することができます。

精度と粒度の向上
従来のハードウェア視点のストレージ環境では、オーバープロ
ビジョニングは標準的なことです。管理者は、最大のストレー
ジ ニーズとアプリケーション ニーズを当て推量した結果に従っ
て、ストレージ リソースの静的プールを構成します。これは、
キャパシティの無駄遣いにつながります。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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HCI 環境では、ストレージ サービスは、必要とされたときに
のみ使用されるので、無駄遣いはほとんど（またはまったく）
発生しません。アプリケーションは、必要な分のパフォーマン 
ス、キャパシティ、および保護機能だけを利用します。つま
り、大まかな見積もりからきめ細かい調整ができるようになっ
ており、オーバープロビジョニングは過去のものです。

ネイティブのセキュリティ機能
セキュリティ侵害がたびたびニュースになり、CIO にとってセ
キュリティは重要な要件になっています。HCI アーキテクチャに 
基づく最新のデータセンターに進化するのに伴い、自社や顧客の
ミッション クリティカルなデータを守るための、柔軟性が高く 
シンプルなセキュリティ ソリューションが必要になります。

最新の HCI ソリューションは、ネイティブの暗号化機能を備え
ている必要があります。暗号化機能は、顧客が HCI を選んだ理
由である HCI のメリットの 1 つです。その他のメリットとして
は、ハードウェアの豊富な選択肢、ハードウェアの柔軟性、低
コスト、管理作業の簡素化などがあります。

柔軟な拡張
vSAN を使用している HCI では、ストレージに関する x86 サー
バのメリットを利用することにより、ダウンタイムがなく柔軟
に拡張することができます。

 ✓ スケール アウト：新しいホストをクラスタに追加すること
によって、キャパシティ拡張とパフォーマンス向上を同時
に行います。

 ✓ スケール アップ：新しいドライブをキャッシュ レイヤーま
たはキャパシティ レイヤー（あるいはその両方）に追加す
ることによって、キャパシティ拡張とパフォーマンス向上
を別々に行います。

このビジネスの成長に合わせて拡張するモデルでは、直線的な
拡張ときめ細かい拡張の両方を、低コストで行うことができま
す。必要なときに必要なものだけを購入し、IT 資産を長期的に
拡張できるのです。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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vSAN に対して使用できるハードウェア プラットフォームの選択
肢が広いので、さまざまなサーバ フォーム ファクタの中から選
択できます。従来型のサーバ デザインや、有力ベンダー製の最
新のコンポーザブル インフラストラクチャなど、さまざまな選
択肢があるので、アプリケーション ニーズに応じた最適な HCI 
環境を構築してください。

将来のアプリケーションへの
備え

開発者向けインフラストラクチャの導入が進む中、新しいスタ
イルのアプリケーションが IT 環境で見られるようになっていま
す。たとえば、モバイル アプリケーション、ビッグ データ分析
アプリケーション、新しいクラウドネイティブ アプリケーショ 
ンなどです。これらの新しいアプリケーションは、従来のエン
タープライズ アプリケーションに比べて、はるかに多くのリ
ソースを必要とします。また、コンテナとクラウド アプリケー 
ションの人気が高まっており、IT インフラストラクチャにおい
て新たな需要を生み出しています。たとえば、vSAN は Docker 
および Kubernetes と密接に連携し、永続型ストレージを実現
します。これにより、管理、監視、および保守がしやすく実績
の高いインフラストラクチャ上で、ステートフルなアプリケー
ションとコンテナを実行できます。

アプリケーションの要件を事前に静的に推定する古い手法は、
もはや機能しません。代わりに、基盤となるインフラストラク
チャで自動調整できるようにし、変化し続けるアプリケーショ
ンのニーズに対応すべきです。それが HCI です。

あらゆるアプリケーションに
対する一定のパフォーマンス
の確保

ビジネスクリティカル アプリケーションから将来のクラウドネ
イティブ アプリケーションに至るまで、あらゆるアプリケー 
ションを確実に実行できるようにしてください。また、パフォー 
マンスが低下しないとわかっている場合にのみ、拡張してくだ
さい。オールフラッシュ用オプションを使用した場合、もっと

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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も費用対効果が高い方法でパフォーマンスを向上させることが
できます。さらに、CPU とメモリのオーバーヘッドがほとんど
発生しない、領域効率化機能を利用できます。

エンタープライズクラスの 
可用性

HCI では、影響の大きいダウンタイムを回避することができま
す。フォルト トレランス機能、非同期長距離レプリケーション
機能、およびストレッチ クラスタ機能が備わっているので、最高
水準のデータ保護と可用性を確保できます。99.999 % の可用性に
より、予期しないエラーが発生した場合でも慌てずに済みます。

ハイブリッド クラウドの 
構成要素

モジュール型アーキテクチャの HCI は、ハイブリッド クラウド
の基本的な構成要素です。一部の HCI ベンダーは、SDDC に移行
したい企業に向けて、ネットワーク機能と高度な管理機能を活用
した移行パスを用意しており、物理環境、仮想環境、およびクラ
ウド環境にわたって顧客が同じデータ管理サービスを利用できる
よう支援しています。もっとも包括的で統合性と相互運用性に優
れた VMware の SDDC スタックを使用して、次世代のハイパー 
コンバージェンスを実現してください。

VMware Cloud Foundation の概要
VMware Cloud Foundation は、モジュール型のハイパーコンバージド 
アーキテクチャを基盤とし、ハイパーバイザーを使用して、同じソ
フトウェア レイヤーでコンピューティング、ストレージ、ネット 
ワークの各機能を実現します（次の図を参照）。
VMware の HCI ソリューションの基本コンポーネントは、VMware 
vSphere、VMware vSAN、および VMware vCenter Server です。これ
らの基本コンポーネントにより、コンピューティング、ストレー
ジ、管理機能を同じソフトウェア レイヤーに統合でき、このソフト 

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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(continued)

ウェア レイヤーを市販の x86 インフラストラクチャ上で実行できま
す。vSphere は、コンピューティング リソースとメモリ リソースを
抽象化し、コンピューティング キャパシティの論理プールに統合
します。vSphere 内に埋め込まれている vSAN は、サーバに直接接
続されているストレージをプールし、仮想マシン ストレージ用の
高パフォーマンスの共有データストアを作成します。SDDC Manager 
は、システムのライフサイクル全体（導入、構成、プロビジョニン
グ、アップグレード、パッチ適用）を自動化し、また、日々の管理
作業と運用作業を簡素化します。
VMware Cloud Foundation は、VMware NSX を使用したネットワーク
機能を含めてコンピューティングとストレージ機能の統合を拡張
し、HCI をさらに進化させます。NSX は、物理スイッチからネッ
トワーク機能を切り離してハイパーバイザーに組み込むことで、
データセンター全体にわたって、セキュリティの強化、ネット 
ワーク効率の向上、柔軟な拡張を実現します。SDDC を高度に自
動化して監視する際は、クラウド自動化ソリューションとクラウ
ド運用ソリューションを追加して、VMware Cloud Foundation を拡
張することができます。

HCI SDDC

vCenter Server

vSAN

vSphere

vCenter Server

NSX

VMware Cloud Foundation

SDDC Manager

vSAN

vSphere
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リソース

ハ 
イパーコンバージド インフラストラクチャ（HCI）に
ついての詳細を解説している代表的なリソースをご紹

介します。

VMware HCI サイト：導入オプションについて説明していま
す。また、HCI の導入に役立つリソースが用意されています。
https://www.vmware.com/jp/products/hyper-con-
verged-infrastructure.html

vSAN ハンズオン ラボ：使いやすいオンライン環境で HCI を体
験できます。
https://www.vmware.com/go/try-vsan-hol-jp

vSAN 無料評価版：貴社の環境内で vSAN を 60日間無料で試用
できます。
h t t p s : / / m y . v m w a r e . c o m / j p / w e b / v m w a r e /
evalcenter?p=vsan-18-hol

vSAN 自習用オンライン トレーニング：vSAN を基盤とする HCI 
の特徴、メリット、および一般的なユースケースについて学習
できます。
https://mylearn.vmware.com/portals/www/search/
results.cfm?ui=www_edu&category=catalog&searchty
pe=advanced&keyword=vSAN&subjectID=0&deliveryTyp
e=2&productID= 0&roleID=0

VMware vSAN の導入と管理：vSAN が VMware の SDDC の重要
コンポーネントとして機能していることを学習できます。この 3 
日間のコースではハンズオン ラボで、実用的な作業を体験する
ことが可能です。
https://mylearn.vmware.com/mgrReg/courses.
cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=79177
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vSAN TCO and Sizing Calculator：vSAN を導入したときの経済
的影響を定量化します。
https://vsantco.vmware.com/vsan/SI/SIEV

vSAN ReadyNode Configurator：このオンライン ツールでは、
適切な ReadyNode を簡単に選択できます。
http://vsanreadynode.vmware.com/RN/RN

Virtual Volumes：外部ストレージ用の統合管理フレームワー
クについて詳しく学習できます。このフレームワークでは、仮
想マシン レベルできめ細かい制御ができ、ストレージ運用を効
率化できます。
https://www.vmware.com/jp/products/vsphere/vir-
tual-volumes.html

VMware のストレージ関連ブログ「Virtual Blocks」：HCIおよ
び Software-Defined Storage（SDS）に関する最新動向と開発状
況の詳細を紹介しています。
https://blogs.vmware.com/virtualblocks

StorageHub テクニカル リソース：HCI の各ステージ（評価か
ら最適化まで）に関するテクニカル リソースとドキュメントを
掲載しています。
https://storagehub.vmware.com/#!/vmware-vsan

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2018 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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