Success Story

製品設計を支える3 次元 CAD VDI に
オールフラッシュ構成の FAS を導入。
優れた効率性と将来のシステム増強
にも柔軟に対応できる発展性を実現

KEY HIGHLIGHTS

ABSTRACT

業界
・総合建設機械メーカー

・物理ワークステーションの設置スペースや稼働率、運用管理に関する課題を抱えていた

主なビジネス課題
・物理ワークステーションの時代には、
設置スペ ース、稼働率、運用管理に
まつわる課題を抱えていた
・新たに構築した 3 次元 CAD VDI に対
して、将来のシステム増強に見合った
ストレージを求めていた
・3 次元 CADアプリケーションの厳しい
ワークロードにも耐えられる高性能
ストレージを必要としていた
主要なソリューション・コンポーネント
・NetApp® clustered Data ONTAP® 8.3
- RAID DP®, FlexVol®, Snapshot®, Deduplication
・オールフラッシュ構成の FAS システム
・NetApp OnCommand® 管理ソフトウェア
ビジネス上の主な利点
・オールフラッシュ構成の FAS を採用し
たことで、アクセス性能と効率性に優
れたストレージ環境を構築できた
・ストレー ジクラスタの活用によって、
VDI、ファイルサーバ、バックアップな
どでの共用にも対応可能
・拠点間のSnapMirror®を導入することで、事業継
続のための災害対策環境へとスムーズに発展可能

・2014 年度に3 次元 CAD VDI を構築し、CAD 端末のデスクトップ仮想化を推し進めた

・システムの増強を機会に、複数のサーバで共用可能な外部ストレージを検討し始めた
・2015 年度に増設したシステムでは、オールフラッシュ構成の FAS を全面的に採用

・フル SSD 構成とデータ重複排除を活かした、きわめて効率的なストレージ環境を構築

・より多数のサーバから同時に共用可能な NetApp FAS8000 シリーズへの更新を検討中
・構成の異なる複数のストレージを組み合わせることで、複数の用途での共用も視野に

独創的な技術と発想に基づく
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設計スタッフの増員に追従できなかった
従来の CAD 端末環境
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“ 3 次元 CAD VDI を増強する機会に、複数のサーバから効率的に共用できる
オールフラッシュ構成の FAS を新たに導入しました”
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vGPU の本格的な到来を受けて
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ハイエンドの 3 次元 CAD 環境であっても、従
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同社は、物理ワークステーションのシンクラ

れた操作レスポンスを達成できている。
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来の物理ワークステーションと変わらない優
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イアント化に関して古くから調査を進めてき
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端末では、同社のノウハウが数多く盛り込ま
このため、情報漏洩を防ぐセキュリティ対策
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クステーションを用意しなければなりません
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と述べている。

端末であれば何でもよく、オフィス用 PCでも

同社は、さまざまなストレージ製品を比較・

が、VDI 環境では画面転送を受け止められる
十分に実用になります。もちろんそのままで
はディスプレイのサイズや解像度に制約があ
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2 セット目の 3 次元 CAD VDI に
オールフラッシュ構成の FAS を採用
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ストレージ

検討した結果、SSD のみを搭載した NetApp 「今回のストレージ環境をサーバ内蔵ドライ

りますので、自席にいるときには大画面ディ
スプレイを接続するといった工夫をして作業
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FAS システムを採用した経緯について
「 製品

日立建機は、毎年度のシステム増設を経て、 レージも候補に挙がりましたが、VDI 環境で

い容量を搭載することになります。これに対

成の FAS を共用すれば、このような容量面で
除機能も効果的に取り入れられます。さらに
減や運用保守の簡素化につなげられます」と

2018 年度までに物理ワークステーションをす

の運用実績やマルチプロトコルへの対応、当
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SAS HDDとSSD を搭載したハイブリッド構成

今後もサーバを増設していく計画だ。これに

元 CADアプリケーションには、常に最高レベ

すでに検討が開始されている。ここでは、現

シュ構成のほうが望ましいと考えました」と

FAS2000 シリーズ、ネットワー クスイッチ、

べて3 次元 CAD VDI へと移行する計画を立て

社のシステム規模に対する導入コストなどを

語る。

ては、2014 年 12 月より具体的な検討が開始

た NetApp FAS の採用を決めています。また、 が、3 次元 CAD VDI への完全移行に向けて

ストレージの併用が望ましいという判断に至
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ての物理ワークステーションをVDI に置き換

ルのアクセス性能を保証できるオールフラッ
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語る。

され、VDI を支えるストレージ環境として外部

った。これに対し、田端氏は「社内にあるすべ

えるには、合計 40 台程度の 2Uラックサーバ
サーバには 8 本ずつの SAS HDD が内蔵され

ていますが、この形を継承しながらシステム
を増設していった場合、320 本（＝ 8 本× 40

台 ）もの HDD を稼働させなければならない

計算となります。しかし、これは実際に必要と

される容量に対してかなり過剰なドライブ数

といえます。そこで、2 セット目のシステム基

設計業務に関わるストレージ全体を
NetApp に統合することも検討中

在のシステム構成にならってサーバ、NetApp

UPS を収容した 1 台のラックを増設単位とす

る形のほか、複数のラックで共用可能な上位

モデル（NetApp FAS8000 シリーズ）へのアッ

プグレードも有力な候補に挙がっている。ス

NetApp のストレージを組み合わせた 3 次元

トレージシステムに保管されるデータは端末

果たしている。ストレージシステムとしてアク

端末環境の収容率が高い上位モデルへと切

CAD VDI は、2015 年 8 月末にサービスインを

環境の OSイメ ー ジが中心となることから、

ティブ・スタンバイ構成による2ノードHAクラ

り替えることで、NetApp Deduplication に

400GB SSDでオールフラッシュ領域（1.7TB

た、数年以内には CADデータを保管している

盤を増設する際には、個々のサーバにHDD

スタの NetApp FAS2552A を導入し、12 台の

できる外部ストレージを選択すべきだと考え

の実容量）を確保している。また、ボリューム

を内蔵するのではなく、複数のサーバで共用

伴い、NetAppストレー ジのさらなる拡張も

よるデータ重複排除率がさらに向上する。ま

ファイルサーバも更新を控えているため、複

“ NetApp のクラスタ構成を活かした多目的でのストレージ共用、
SnapMirror を用いた災害対策環境の構築などを視野に入れています”

数セットの NetAppストレージでストレージク

また、SATA HDD のみを搭載した NetAppス

も可能になります。このようにして設計業務

Flash Pool、SATA HDDという3つの特性を

されれば、遠方の拠点にバックアップストレ

ラスタを構成し、VDIとファイルサーバの両方

トレージをさらに追加し、オールフラッシュ、 に関わるストレージがすべてNetApp に統一

に入れている。

持った NetAppストレージ間でクラスタを構

でNetAppストレージを共用することも視野
田端氏は、
「当社では、ファイルサーバとして

NetAppストレー ジを長く使い続けています

成することにより、VDI、ファイルサーバ、デ

ータバックアップなど、複数の用途での共用

が、トラブルもなく非常に安定して稼働してい

COMPANY PROFILE

環境をNetApp へと統合することに不安はあ

日立建機株式会社

できるストレージとして、NetApp FAS8000 シ

本社所在地 東京都台東区東上野 2-16-1

ます。このため、3 次元 CAD VDI のストレージ
りません。例えば、数多くのサーバ群で共用

リーズを用いたオールフラッシュFAS へとア

ップグレードすることも考えています。その際

には、現在稼働中の NetApp FAS2552A にニ

アラインSAS HDD を追加し、既存の SSD を

Flash Pool 向けに再利用してもよいでしょう。

ー ジを置き、SnapMirror を活用した災害対
策（DR）環境へと発展させられます」と、将来

の展望を述べている。
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