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勝利のためのスケーリング

要約
このホワイトペーパーは、CIO（最⾼情報責任者）、ストレージ アーキテクト、そして IT ディレクタが⼼配
しているストレージ統合により障害ドメインの規模が増加するという⼼配は、
近代的で、そしてほとんどの環境において実質的に 100% アベイラビリティを提供でき、市場実績があ
るマルチコントローラ スケール エンタープライズ アレイ1の場合、根拠のないものであることを⽰す。
デュアルコントローラ アレイ2よりも多くの有効アベイラビリティが提供され、より⾼いレベルのフォール
トトレランス、そして運⽤中断を起こすことなく実施可能な信頼性の⾼いソフトウェア アップデート性能
が提供される。ストレージ統合は管理するアレイの数を減らして、ダウンタイム予算の増加に繋が構成ミ
スが発⽣する機会を減らし、トポロジを簡素化する。ストレージ統合はより⼤きな空きスペースの確保を
可能にして有効アベイラビリティを改善し、規模の⼩さなデュアルコントローラ ストレージシステムと⽐
較して運⽤効率を向上する。修理作業の発⽣頻度も減らし、
SAN インフラのコントローラやポートの数を減らすことで供給電⼒や冷却要件も削減できる。

1 「市場実績」のあるアレイとは、最低でも 9 ヶ⽉から 12 ヶ⽉市場で⼀般的に提供されているアレイで、数万マシン年数の⽣産経験があるものを指す。
2    「有効アベイラビリティ」とは、ハードウェア障害が発⽣した際にもサービスレベルの⽬標を達成できる能⼒を指す。
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はじめに
「進化」した既存のストレージ インフラの場合、頻繁に次のような回避可能な⾮能率に悩まされている：複雑な
管理、敏感性の⽋落、アベイラビリティ懸念、性能問題、容量不⾜、技能不⾜、バックアップ/復旧問題、そして捨て
⾦である。
ストレージ統合プロジェクトは、インフラアーキテクトが過去の判断を⾒直して現状そして将来のワークロードに⾒
合ったストレージインフラを設計できるようにして、こういった問題の多くを解消できる。インテリジェントなデータ
配置判断ができる⾃⼰管理ストレージアレイの登場により、⼤量なマイグレーション ツールへのアクセスが可能
になり、技術的なリスクやデータアベイラビリティに関する懸念、障害ドメインの規模や技能不⾜はもうストレージ
統合をためらう理由にはならない。
このホワイトペーパーでは、統合がアベイラビリティや運⽤効率の改善を成功に導く⽅略であることを証明す
る。そしてダウンタイムや修理作業の主要理由についても検討し、障害計算に関する⾼度なチュートリアルを提供
し、ストレージ統合のメリットを説明し、ストレージ統合プロジェクトを実施する際のベストプラクティスを定義す
る。



ホワイトペーパー | アベイラビリティを改善して費⽤を削減する為のストレージ統合 5

勝利のためのスケーリング

統合は成功する
「⼀つのことに全てをかける」戦略に抵抗を感じる⽅ に々対しては、きちんと作動するより頑丈な器を設けること
により、⼼配するものが⼀つだけになるということが過去の経験からわかっている。この戦略のすばらしい成功例
を３つに焦点をあててみよう： 

 航空輸送 - 航空機製造会社は初期からより⼤きな、そしてより安全で、より遠くまで、もっと速く、そしてもっ
と⾼い⾼度で⾶べる⾶⾏機の製造に集中してきた。その結果、航空旅⾏は座席あたりでも、距離単位あたり
にしても⾃動⾞を運転するより安全なものとなり、航空機の墜落は稀なものである。何故？より⼤きな⾶⾏機
には規模の経済が働き、冗⻑システムの追加が可能に
なり、⾼度な安全機能もより⼩さな⾶⾏機よりは本質的
に⼊⼿可能なものとなり、また⾶⾏機の数が少ないと
航空交通管制ミスが発⽣する機会も減る。

 原油輸送 - 世界の原油輸送の伸びは、航空機製造会
社が採⽤した戦略と同様に「⼤きければ⼤きいほどよ
い」という戦略を応⽤することで、多くの⼩さなタンカー
を⽣産するのではなく、より⼤きく、ＧＰＳ航法装置を装
備した、より安全で、数多くの⾃動化が導⼊された双胴
船が製造されている。造船にかかる費⽤は船の重量（ハ
イテクではなくよりローテク）と深い関係があり、その体
積（従って容量）は表⾯⾯積（すなわち重量）より速いペ
ースであがってく。よって、⼤型の双胴船の造船の⽅が
⼩さな双胴船の造船より費⽤効果がある。その結果、原
油が世界中でより速く、より信頼性の⾼い、そして無事
故で届けらている。

 ストレージ統合 - IDC およびガートナー両社により提供
された市場統計によると、ストレージインフラアベイラビ
リティおよび運⽤効率を改善しながら費⽤削減を試み
ているユーザは似た統合戦略を実施していることが⽰
されている。具体的に、ストレージアレイの出荷量が年
々減少しているに関わらず、ペタバイト（PB）単位容量の製品の年間出荷が増加していることが統計的にも
⽰されている。⾔い返すと、ストレージアレイの平均的な容量較正が増加しているということである。

ビビ
み
ビ

より多くのフライト数
制限された容量
低い冗⻑性

より少ないフライト数
低い価格/座席
⾼い冗⻑性

より多くの航海/リスク
より⾼い乗組員⼈件費
より多くの事故

市場により速く
より⾼い回復⼒
より⾼い安全性
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潜在的なストレージ統合のメリット

ダウンタイムの原因

ストレージ統合のサポートを構築するために最も効果的なメリットとなるものは、より運⽤上の弱点をもっとも効
果的な影響を与えるものといえる。弱点の次に挙げられるものは永年の不変：敏感性の⽋落、アベイラビリティ
懸念、性能問題、容量不⾜、技能不⾜、バックアップ/復旧問題、そして予算の制約である。

次にこうした弱点に対応するユーザメリットの例を挙げる：
 ストレージを統合することで、中級のデュアルコントローラから上級のマルチコントローラアレイにアップグ
レードすることが⼊⼿可能になる。
 近代的なマルチコントローラアレイはスケーリングにより対応でき、そしてハードウェア障害および/または
ソフトウェア更新の際にもより⼀貫した性能を提供できる。
 単価/TB/⽉の価格を下がることで、より多くのストレージを購⼊することができるようになる。
 ⾃⼰管理ストレージは管理を簡素化することで、容量が増加しても⼈員数を同じレベルで維持する。これ
は性能改善や D/R にも適⽤することである。
 RAID 6 または消失訂正符号を導⼊する近代的なマルチコントローラハイブリッドアレイは
平均データ損失間隔（MTBDL）を RAID 1 や RAID 5 構成のようなレベルに延ばす。
 データ圧縮や重複排除といったようなストレージ効率化機能を活⽤することで、部品数を引下げ、修理作
業の頻度を低くし、単価/PB 費⽤を削減する。

表１には、ストレージシステムのダウンタイムの主要原因を、降順に⽰している。これらの特定原因についてその
順序について討論することもできますが、⽤はストレージおよび SAN 関連ハードウェア障害がダウンタイムの主
要原因でないことには誰もが合意できるものである。経験と根本の原因解明によると、ストレージのハードウェア
障害がダウンタイムを起こす場合、ほぼソフトウェアのバグがダウンタイムを起こしたハードウェア障害によって
曝露されている。そうでないとしたら、クラウド系監視や分析論はストレージシステムのアベイラビリティに何の
影響も及ぼすことはないでしょう。

原因 注解
⼈的エラー 複雑さ、ならびにストレージ管理者およびフィールドエンジニアとストレー

ジアレイとのインタラクションの頻度に⽐例する
ソフトウェアバグ コードの成熟度と反⽐例し、ソフトウェアサイズおよび複雑さと⽐例する

不⼗分なソフトウェア交換管理 クラウド系の分析論で改善
インフラの構成ミス インフラの複雑さと、よく不⾜しているエンドツーエンド構成の妥当性確認

に⽐例する
D/R 試験の⽋陥 フェールオーバー/フォールバック機能が正常に機能しない

表１



ホワイトペーパー |  アベイラビリティを改善して費⽤を削減する為のストレージ統合 7

勝利のためのスケーリング

修理作業の頻度
修理作業の頻度は、ストレージシステムの構成部品数に⽐例し、構成部品の MTBF に反⽐例するものである。
部品数が増えると故障も増え、結果として修理作業も増えることになる。式１は MTBF を故障率と相互的なもの
と定義していますが、それは MTBF が⼤きくなると修理作業の頻度が下がるという換算ができる。

表１ - MTBF
MTBF = 1/故障率
PB 規模データは数⼗万台の HDD や SSD が毎⽇２４時間体制で可動することを前提としているため、これら
がハードウェア修理作業のほぼ全てを占めている。理論を実⾏に移すということで、図１には MTBF の格付けが 
1.2M となっている Seagate Nearline HDD が⽰されているが、その年間故障発⽣率は 0.73% となっている。図１
にはこの Seagate Nearline HDD を 480 台集めて構成したアレイが⽰されているが、12 TB HDD で構成した約 
4 PB のデュアルパリティ保護容量の場合、年間多くても 3.5 HDD 以上の故障関連修理作業が発⽣することは
なく、1 HDD 修理作業/PB/四半期を越えることもない

このような⽐較的頻度の⾼い作業とデータ転送速度よりも速いペースで増加しているディスク容量により、回復⼒の
あるデータ保護体系が可能になり、近代的なアレイでは重要設計⽬標の再構築時間を縮めることで、HDD または 
SDD が故障する際に発⽣する「脆弱性
の窓」を軽減できる3。脆弱性の窓を縮めることでデータの耐久性や平均データ損失間隔を改善できる。

再構築時間の短縮において価値のある実績が⽰されている２つの技法は次のものである：
 交換ディスクという概念を空き領域という概念に置き換えることで、再構築プロセスを平⾏化してデータの
再構築速度を上げることが可能になる。
 デバイスの容量全体ではなく、データ部分のみ再構築するので、データ再構築時間が更に軽減される。

データ縮⼩技術（圧縮および重複排除）は再構築時間を軽減することはできないものの、データ量に対して必要
となるデバイスの数を減らすことができるので、それにより故障発⽣率を下げられる：これがインテリジェント再構
築である。上級のマルチコントローラ アーキテクチャには、ハードウェア障害が発⽣してもこういった技能を発揮
できる性能に必要な演算能⼒やバンド幅がある。

ユーザがこうした HDD を 480 台ほど４系統のデュアルコントローラの中級アレイに配分して、障害ドメインの規
模を抑えようとしている状態を⽐較の対象としてみよう。また、サーバ AFR についてはサーバ供給者が AFR を公
表ないので、仮に 1% であるとしておこう。この 1% という率ですと、顧客満⾜度をあげるとともに、ビジネス課題
にも対応できる。
 
満⾜度およびビジネス上の問題計算によると、メディア関連以外のハードウェア障害による修理作業の頻度は
年間 0.08 が予想される。例え AFR を 10% に増やして MTBFを 87,600 時間にしたとしても、AFRA は年間 1 度
以下のままとなる。⾔い換えると、要はストレージの統合においてアレイコントローラの故障は「気にしない」でい
いものとなる。

MTBF (時間)  ..............................................................................................................................................................................................1,200,000 
時間/年 (24 x 365)  .........................................................................................................................................................................................  8,760
年間故障発⽣率 (AFR) (年間時間数 / MTBF)  ...................................................................................................................................  0.73%
アレイ HDD 数  ..................................................................................................................................................................................................... 480
HDD 関連修理作業の年間発⽣率 (AFR x アレイ HDD 数) .............................................................................................................  3.504

図１

3 より回復⼒のあるデータ保護体系の例には次のものがある：デュアルパリティ、消失訂正符号、そしてReed Solomon
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RTO および RPO の適⽤
RTO および RPO の適⽤は、それぞれスナップショットの頻度や保護されるデータ量に依存する。スナップショットの
頻度を増加すると、最終的にとられたスナップショットと復旧開始の間の時間を短縮して、RPO を短縮する。また、前
倒しにする必要があるトランザクションの数が⼩さくなる、または復旧する必要のあるデータ量が減るため、RTO も短
縮されることになる。こうした識⾒は必然的に継続的なデータ保護、またはデータへの変更が発⽣するたびにスナッ
プショットを取るといったような対応に⾏き着く。こうした概念は魅⼒的であるが、こうした対応には実質的な問題が
２つある：スナップショットを⽣成するためには書込み操作が発⽣する都度ソフトウェアのオーバーヘッド（例えばメ
タデータの更新）が増加し、書込み操作は容量にも⾷い込む。
したがって、スナップショットの頻度は性能への考慮により検討されるものの、経済的な制限がつく。繰り返しになる
が、既に性能に関する説明で紹介したとおり、コントローラへのアップグレードの場合は頻繁にスナップショットを取
ることも可能である。これによりデータ破壊からの復旧も、CPU 周期やバンド幅といったボトルネックがあるデュアル
コントローラアレイよりも速い復旧が可能になる。複数のストレージアレイを
ストレージにより少ない数のより⼤きな空きスペース があるマルチコントローラアレイに統合することは、 重複する
容量や複雑さを減らし、⼈員効率を上げて、ダウンタイム費⽤を下げることでマルチコントローラアレイの潜在的な
単価/TB 価格を落とすことになる可能性がある。

コノとローラ障害、ソフトウェアバグの⽋落、そして修理の失敗といった事態はノンクリティカルイベントとされるた
め、デュアルまたはマルチコントローラアレイの故障が明らかになってくるのは性能が落ちた場合（IOPS）やスルー
プット（GB/s）が下がった場合、そして/または待ち時間（ミリ秒）が発⽣した場合であり、データへのアクセスができ
なくなったり、データ保全性が失われた場合ではない。障害算出や有効アベイラビリティといったような概念はコン
トローラ障害による性能への影響がアレイ内の能動
コントローラの数と反⽐例するので、本質的にマルチコントローラアレイを優先する。能動/能動状態のデュアルコ
ントローラアレイにおいてコントローラが１つ故障した場合、仮に他⽅のコントローラのキャッシュモードがライトイ
ンからライトスルーに変更する必要が発⽣した場合には性能が最⼤で 50% 以上落ちる可能性もある。能動/能動/
能動状態のスリーコントローラアレイでは最⼤で 1/3 まで、そしてフォーコントローラアレイの場合は最⼤ 25% の低
下となる。こういった「最⼤」という表現は「フリーパス」のような感じで逃げられることを表すものではないものの、
残りのコントローラが複数存在する場合、それぞれ最⾼性能で稼動しない限りコントローラの故障による影響を最
低限に抑えることが可能になる。
したがって、当初から 25% から 30% のマージンを設けているユーザの場合、ストレージアレイベンダから特に積極
的な警告メッセージが送られてこない限り障害に気づくことはほぼない。ハードウェア障害が発⽣しても優雅に耐
えられるようにしてくれるマージンは重要なものである。また、アレイが極端な状況におかれている状態で初めて⾒
えてくるソフトウェアバグを隠して、有効アベイラビリティを改善する。25% から 30% 程度のマージンを維持するこ
とで、COD または消費ベース価格設定モデルを採⽤していないユーザの場合には費⽤効率の良いアップグレード
を確保するために交渉する際に、充分な時間を設けられる。
警告 - 予期できない性能問題や有機的成⻑に備えて充分なマージンを確保できない組織では、こうしたトポロジ
には⾮効率な要素もあるため⾮統合型戦略から得るものがあるかもしれないが運⽤効率や費⽤効率はより低い
ものとなる。

ハードウェア障害における性能
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ストレージアレイのアベイラビリティの基本
実際のリスクと認識されているリスク 
式２はリスク、障害ドメイン、そしてアベイラビリティに関わるもので、⼀般常識に沿ったものである。被害範囲また
は障害ドメインの規模を拡⼤することはリスクも⼤きくするが、アベイラビリティを改善することでリスクを抑えら
れる。100% に満たないアベイラビリティはどのようなものであってもダウンタイムの発⽣リスクを伴う為、ストレー
ジアレイではシングルポイント障害（SPOF）を許せず、フォールトトレランスが必要になり、ソフトウェア更新、から
修理作業、そして容量アップグレードに⾄るまで全てにおいて運⽤中断が発⽣しないような構成が必要になってく
る。

式2 - リスク
リスク = 被害範囲 x (1- アベイラビリティ)
運輸関係の類推法を続けますと、スーパータンカーに事故が発⽣した場合、それは⼤災害となりますが、燃料
トラックが衝突した場合、それも悪いことは確かですが⼤災害になることはほぼない。こうしたことを考える
と、スーパータンカーの場合には安全機能に投資しやすくなる、逆に燃料トラックの場合はスーパータンカーの
場合と違って、本質的に困難なものである。

アベイラビリティ
式３はアベイラビリティ、MTBF および MTTR の関係を定義するものである。これは、100% のデータアベイラ
ビリティを達成する為にはフォールトトレランスが必要であり、全ての修理作業による運⽤中断が許されない
ことを明確に表すものでもある。また、MTBF が短い場合にはダウンタイムよりも修理作業が頻繁に発⽣する
ということも⾒えてくる。

式3 - アベイラビリティ
アベイラビリティ = MTBF/(MTBF + MTTR) 
ストレージ統合修理に伴う技術的リスクを評価する際により詳細な障害算出の分析には興味がない場合、より少
ない数のマルチコントローラの⾼級ストレージアレイに統合することで再構築時間が減る為、MTBDL が増加し、
ハードウェア障害による影響の割合を低減することで有効アベイラビリティが増え、修理作業の頻度を下げること
でストレージインフラ構成部品の点数を減らせる。

⾼アベイラビリティシステム設計ガイドライン
ストレージアレイハードウェアアベイラビリティは表２に掲載されている要因により決定されるものである。しかし、仮
にストレージアレイアベイラビリティが １00% であったとしてもそれはデータが絶対に失われないという保証を提供
するものではありません。データ損失に対する保護は RAID および消失訂正符号により提供されるが、その保護は後
ほど説明される性能や費⽤といったような要素の検討により制限されるものである。
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Infinidat やその他多くのストレージアレイにはフォールトトレランス、復旧、そして運⽤中断を起こさない修理性能
が内蔵されているため、スケールアウトに対して、スケールアップには本質的な優位点はなく、ハードウェア障害
やソフトウェアアップデートによるアベイラビリティへの影響をほぼ完全に切離してしまっている。こうした状況に
より、注⽬はストレージアベイラビリティの改善からソフトウェア品質や復旧性能の改善や、アレイを構築する際に
必要となる構成部品の点数を減らすことに移る。
構成部品の点数を減らすことにより、費⽤を減らしてハードウェア修理作業の頻度を下げることでフィールドエン
ジニアがストレージシステムをダウンさせてしまうようなミスを起こす機会も減ることになる。ソフトウェア品質と復
旧性能の分析は、数多くの不明な項⽬を伴う為、本質的に主観的なものとなる。そのため機能強化を除くソフトウ
ェア更新の頻度を品質コードと相似するものとして取り扱います。
コントローラエレクトロニクスにおける MTBF はかかる IOPS に影響を受けることがない為、構成部品の点数を
減らすために最も明らかな⼿段は各コントローラにより⾼い IOPS をかけるということである。コントローラが対応
できる IOPS の量は CPU の性能とソフトウェアの効率により決定される。
年間 CPU 性能改善を HDD データ転送率の改善と⽐較した場合、マイクロプロセッサの改善がメディアの改善
を⼤幅に上回る：マイクロプロセッサの年間約 40% と⽐べてHDD の場合は年間 10% から 15% である。こうした
⽐較的有利な状況が、性能ボトルネックを防ぐために必要となる CPU 対性能⽐率を下げている。CPU 性能改善
と
データ転送率改善の差は最終的に必要となった場合に活⽤できるスケールアウト性能も持ち合わせているアレ
イのスケールアップを継続的に後押しするものである。
こうした傾向は 同等の容量を提供するスケールアウトアレイと⽐べると⽐較的少ないコントローラや 
HBA、NIC、電源、ファン、その他の周囲エレクトロニクスが装置されているスケールアップアレイを修理作業およ
び費⽤⾯で優位にするものである。スケールアウトアレイの場合、コントローラやその周辺エレクトロニクスが含
まれるノードを追加して容量を増加することが多いため、この優位点は⼀般的に容量の増加とともに⼤きくなる。
構成部品の点数が少ないことを部材費⽤の削減に利⽤した場合、スケールアップの環境へのメリットをとスケー
ルアウトアレイと⽐較すると、スケールアップアレイが市場で継続的に優勢である理由が⾒えてくる。

要因 注解
システムの構成部品数 存在しないものは故障もしない。本件と費⽤に関する検討は、簡素化とシ

ステム構成部品の点数低減への主要駆動⼒となる。

各構成部品の平均故障間期間 上質な構成部品は消費者レベルの構成部品と⽐較して低い頻度で故障
する4

アレイの致命故障モード数5 ソフトウェアには致命的なハードウェア障害が取除かれても常に SPOF 
が伴う為、SPOF を無くすというのは野⼼的な⽬標といえるでしょう。

平均修復時間 アベイラビリティを 100% にするということは、全ての修理作業が運⽤中
断を起こさないものでなければいけないということである。

表2

4 ⽣産者による製品結果は構成部品の MTBF を減らす為、表１には含まれていない
5 致命的故障とは、アレイをダウンさせる、または運⽤中断を起こす修理作業を必要とさせる障害である。



ホワイトペーパー |  アベイラビリティを改善して費⽤を削減する為のストレージ統合 11

勝利のためのスケーリング

購⼊および所有コスト
ベンダが⾼級や中級アレイにインストールする HDD や SSD に異なる価格を設定できるためオンプレミスストレ
ージベンダとクラウドプロバイダの競争は激減している。
そのため、コントローラの費⽤やハードウェアの保守、そして１回限り/年間ソフトウェアライセンス料といったもの
に起因するデュアルコントローラおよびマルチコントローラアレイの購⼊および所有コストの差に注⽬されるよう
になってきている。したがって、デュアルおよびマルチコントローラの単価/TB 価格差は構成規模が⼤きくなる、特
にマルチペタバイト級につれて少なくなる。
ストレージアレイは歴史的に⾼価なものであり、価格設定モデルも複雑で、積極的な引合により⼀度限りの値引
きを伴うことも多いため実際の単価/TBN/⽉価格に⾼い精度で⾒積もるための既成ルール（ROT）は存在しな
い。ミリ秒未満の反応時間を提供し、マルチペタバイト規模でソフトウェアが全て含まれている InfiniBox の価格設
定モデルでは、混乱を起こす単価/TB 価格設定により単価/TB 価格の単純な ROT を作成することを更に物事
を複雑化し、また複製ソフトウェア、管理ツール、そして何⼗年も引きずり続けてきたレガシー系統のアレイのまず
いアーキテクチャを隠しながら強い依存性を⽣成するスクリプトといったものの多⽤も問題を複雑化している。

平均データ損失間隔
平均データ損失間隔はソフトウェアバグやハードウェア障害よりも⻑期にわたるイベントに発展する可能性があ
る為、MTBDL は信頼性の⾼いデータセンタにとって少なくともシステムアベイラビリティと同等の重要度があ
るものである。信頼性やアベイラビリティに関してほとんどのベンダは 99.99% から 100.00% といった範囲を主
張する、再構築時間や想定される HDD ならびに SSD 関連修理作業については話そうとしない。再構築時間や 
MTBDL は分離できるものではなく、また伝統的なアーキテクチャで構成されているアレイの場合、再構築時間
にはかなり⻑い時間や⽇数がかかるものである。

MDBDL に影響を及ぼす要素には次のものがある：  
 データを保存している SSD または HDD の MTBF - MTBF が⻑ければ⻑いほど（例えば構成部品の品
質が⾼いほど）修理作業の頻度やデータ再構築を減らす。
 ストレージアレイの SSD や HDD の合計数 - RAID または消失訂正符号グループ内において複数 SSD 
または HDD の障害が発⽣する可能性に関わる為。
 RAID または消失訂正符号グループ内の SSD や HDD の点数 - より⼤きな RAID または消失訂正符号
グループはそれぞれ⼩さなものより多くのデータが維持される為、構成部品の数が増えれば故障や修理作
業、そしてデータ再構築時間が増加する。
 RAID グループで許容できる故障数 - RAID 1、10、および 5 では HDD または SDD の障害が１箇所で発
⽣した際にもデータの完全性が保証されており、RAID 6 の場合は
HDD または SDD の障害が２箇所で発⽣してもデータの完全性が保証されている。コードを確認してくださ
い。保存データを式のシステムとして扱うことで性能や費⽤に対する障害が何度発⽣してもそれによる影響を
許容範囲に収められる。
 再構築時間 - 短ければより良い MTBDL になるだろうということは直感的に理解できるのである
が、MTBDL への実際の影響はあまり記憶されることもないため過⼩評価されることがよくある。
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結論
マルチペタ規模のストレージをマルチコントローラ有りに統合すること、特にアレイがソフトウェア費⽤全て込
みでキャパシティーオンデマンド（COD）、そして消費ベースの価格設定モデルによるものである場合、ストレー
ジ統合は最適なビジネス決断となるでしょう。このような決断にはアベイラビリティや性能、⼈員⽣産性や総合
運⽤コスト等への影響も考慮する必要がある。
ベンダは、価格⾯で競争する意欲があり、アレイ公正やデータマイグレーションについて責任をもった対応によ
り統合プロジェクトの成功に寄与できることを⽰す必要があるでしょう。Infinidat はそのようなストレージベンダ
である。

スタンリー・ザッフォス（STANLEY ZAFFOS  上級副社⻑、Infinidat 製品マーケティング

Infinidat に参加する前、スタンリー・ザッフォスはガートナー社の研究担当副社⻑で、インフラや運営
管理を専⾨としていた。彼の専⾨分野はストレージシステムや最先端技術、ソフトウェア定義ストレー
ジ、ハイパーコンヴァージドインフラ、そしてハイブリッドクラウドインフラを包括している。彼は数多くの
クライアントに携わり、顧客の製品発表や営業担当者の訓練に最⼤限のインパクトを与えるメッセー
ジングやコラテラルを開発し、クライアントが継続的に優位な状態を保つためのロードマップの定義
に寄与してきた。

ストレージ統合のベストプラクティス
ストレージ統合プロジェクトがよく失敗に終わってしまう理由は現状維持をしようとする体制にはむかうこと、そして変
化には勝者と負者、そしてリスクが伴う為である。統合製品の完了に成功させる可能性を最⼤限にする為の最も重要
なベストプラクティス次に挙げる。 

 いかなるストレージ統合プロジェクトにおいても、開始する前に上層部の応援をとりつけておくこと。
 重要な当事者を含むチームを形成すること：ストレージアーキテクト、運営担当、開発者、経理、そして法務
関係者である。
 インフラの購⼊および所有費⽤、ダウンタイム費⽤やデータマイグレーション費⽤等の変化や⽣産性の改
善をリスク/報酬および ROI 分析に含むこと。
 ベンダに対してデータマイグレーション費⽤やリスクの⼀部を共有して、統合プロジェクトが成功させるた
めの意義をもたせる既得権を与えること。
 ストレージ統合のメリットをユーザに売り込んで、サポートをとりつけること。


