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はじめに
データストレージ・インフラの所有者である企業やクラウド事業者は、重⼤
な課題に数多く直⾯しています。データのフットプリントは毎年30%以上の
増加を続け、私たちの業界は⼤きな曲がり⾓に差し掛かっています。デジタ
ルトランスフォーメーションの障壁は、どうしたら取り除けるでしょうか。競争
優位性を再定義するデータの価値を特定、有効化し、それを活⽤することが
できるのでしょうか。
本レポートでは、Infi nidat社のInfi niBox®ストレージシステムがもたらす5つ
の主要なメリットを紹介し、ストレージインフラの所有者がマルチペタバイト
空間で競争⼒を獲得することを可能にします。
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Infi niBox®ストレージシステムは、企業の
データセンターにおける様々なアプリケー
ションが混在するワークロード向けに設計
されており、オールフラッシュよりも⾼速な
パフォーマンス、数ペタバイトのスケーラビ
リティ、そして信頼性を実現しています。無
制限のゼロインパクトスナップショット、信
頼性の⾼いアクティブ/アクティブ、同期/
⾮同期レプリケーション、柔軟なソフトウェ
ア定義のサービス品質を標準装備し、信頼
性とデータセキュリティを保証します。

Infi niBoxを利⽤することにより、IT管理者
やマネージドサービスプロバイダーは、ス
トレージの運⽤コストと煩雑さを⼤幅に削
減しながら、サービスレベル⽬標を上回る
ことができます。

マルチペタバイト規模での競争優位を実現する5つの⽅法 | 1



オールフラッシュを超えるハイパフォーマンス
ペタバイト級のデータセットへのアクセス速度
がミリ秒以下であり、⼩売、⾦融サービス、ヘル
スケア、製造業、マネージドサービスに⾄るま
で、あらゆる業種で競争優位を実現可能です。

Infi niBoxの⼼臓部は、Neural Cacheと呼ばれ
る機械学習アルゴリズムです。このアルゴリズ
ムは、書き込まれたデータへのアクセス履歴を
保持します。Neural Cacheは、ストレージシス
テムへのネットワークトラフィックすべてを監視

して、⼊出⼒（I/O）ヒストリーからデータアクセ
スパターンの相関性を識別し、即座に今後のI/
Oリクエストを予測します。このリクエストは先
⾏してキャッシュメモリー内にプリフェッチされ
ます。I/Oリクエストの殆どは直接RAM（フラッ
シュよりも100倍以上レイテンシが低い）から出
されるので、Infi niBoxを利⽤いただければ、事
実上どのような企業のワークロードについても
従来のオールフラッシュアレイよりも速いアプリ
ケーションパフォーマンスをご期待頂けます。

「ストレージパフォーマンスにつ
いて私たちが悩む必要はなくな
りました。パフォーマンスに関す
ることは、私たちの希望を何でも
Infi nidatに任せられるのです。」 
Michael Gray, CTO
Thrive

Neural Cacheの稼働例：業界をリードする⽶国の上場⼩売企業が、ERP、会計、財務、オンライン販売、Webサ
イトなど、すべての重要なワークロードにInfi niBox®を採⽤しています。ここに⽰されているのは、⽶国の1年
で最も忙しいショッピングの⽇であるブラックフライデー/サイバーマンデーの7⽇間のリードキャッシュのパ
フォーマンスのスナップショットの結果です。

平均
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ト率
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10%

平均キャッ
シュ・ヒッ

ト率
94%
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Always-Onの可⽤性
データ主導のビジネスにとって、ダウンタイムは⾦
銭的な損失、評判の低下、顧客の不満などを意味し
ます。IDCによると、インフラ障害は⼤⼿企業に1時
間当たり平均10万ドルの損害を与えます。⼀⽅で
重⼤なアプリケーション障害は、1時間当たり50万
ドルから100万ドルと、はるかに⼤きな損害になり
ます。

Infi niBoxは、ライフサイクル全体を通じて100%
の可⽤性を実現できるように設計され、そのアー
キテクチャは、平均ダウンタイムを年間約3秒に抑
えています。さらに、Infi niBoxのActive-Active-
Active、3冗⻑クラスタ構成が、コンポーネント障害

で従来は発⽣していたパフォーマンスへの悪影響
を排除します。

当社のお客様では、複数の同時ディスク障害が発
⽣した場合でも、データの損失は報告されていませ
ん。Infi niBoxは、同期レプリケーション、⾮同期リモ
ートミラーリング、スナップショットなどの機能を含
む、エンドツーエンドの事業継続性を提供します。
スナップショットを利⽤すれば、データベースのリ
カバリ時間を削減し、ボリュームをホストにマッピン
グするために要する時間のみにします。これは、数
時間かかっていた従来型のバックアップおよびリカ
バリのプロセスとは異なり、分単位の時間です。 

「ソフトウェアのアップグレード時
も含め、4年間で私たちが経験した
ダウンタイムはゼロです。」
Dan Hamilton、
テクノロジー部⾨バイスプレジデント
Whipcord

IDCホワイトペーパーから抜粋：  
最新のデータインフラで99.99999%の可⽤性を実現 

「従来のストレージアーキテクチャや、データ保護およびリカバリ技術が持つ⽋点を考えると、ゼロから構築された新たなストレー
ジシステムが必要です。また、そのシステムは、容量やスケーラビリティ、パフォーマンス、使いやすさを犠牲にせず、また⼤きなコス
ト増を伴わずに、より⾼度な可⽤性を提供しなければなりません。

Infi niBoxは、Infi nidat社によるハイブリッドのフラッシュアレイで、それらの相反性を解消するために開発されました。パフォーマン
ス（現在最⾼とされているオールフラッシュアレイと⽐べても桁違いの性能）、99.99999%の可⽤性、レジリエンシー（複数の障害が
同時発⽣しても影響を受けません）、スケーラビリティ、そしてストレージ密度を魅⼒的な価格で提供します。」
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容易な管理

レジリエンシー
• ライフサイクル全体を通じてゼロダ

ウンタイムを実現できるように設計さ
れ、99.99999%の信頼性を備えていま
す。

• ハートビートモニタリングと健全性の予
測分析により、潜在的な問題を発⽣前
に排除します。

• すべての主要ハードウェアコンポーネ
ントは3重の冗⻑性を備え、障害が発⽣
した場合でもシステムを完全に無停⽌
で稼働させることができます。

簡素化
• 安全なリモートサポートにより、世界中

のどこでも迅速かつ簡単に問題を解決
できます。

• コール・ホーム診断とハートビートモニ
タリングにより、あらゆる問題を予防的
に対処。。

• 最低限の操作で低リスクのアップデー
トと容量拡張。

サポート
• すべてのInfi nidatのソリューションに

は、専任のテクニカルアドバイザーの
サービスが含まれ、追加費⽤は発⽣し
ません。

• Infi nidatテクニカルアドバイザーは、導
⼊から設定、運⽤に⾄るまで、有⽤な情
報のアップデートやアップグレードを
含む最⾼のサポートとサービスをお客
様に確実に提供します。

Infi nidatがシステムを監視し、最適なストレージのパフォーマンスと可⽤性の維持を⾏うため、御社のITスタ
ッフは⽇々の業務に集中することができます。さらなるサポートが必要となるイベントが発⽣した場合、実績
のあるInfi nidatのサポートプロセスが、最⼩限の現場介⼊で迅速な解決を確実に⾏います。

「Infi nidatは、多くの場合私たちが気付くより前に技術的な
問題を予防的に特定、解決してくれるため、チーム全員が安

⼼して眠れます。」 
 Marc Creviere, プリンシパル・システム・エンジニア

US Signal
過去12ヶ⽉間の世界的に⾏われたお客様へのサービスコール
は、98%がInfi nidatによって能動的に開始しました。

システム当たりのフィールドエンジニアの平均年間訪問回数は
1.07で、グローバルの導⼊実績は7エクサバイトを超えています。

Gartner Peer Insights™のレビューによると、98%のクライアント
がInfi nidatを推奨しています。
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A Forrester Total Economic Impact™ Study 
Commissioned By INFINIDAT
April 2018

The Total Economic
Impact™ Of The 
INFINIDAT® InfiniBox®

Storage Platform
Cost Savings And Business Benefits Enabled 
By The InfiniBox Storage Platform

TCOの削減とROIの向上
CIOや調達担当者がInfi nidat社を愛するのには
理由があります。当社のお客様は、レガシーなオ
ールフラッシュアレイ、ハイブリッドディスクシステ
ムからInfi niBoxへの移⾏する際に、設備投資コス
ト（CapEX）および運⽤コスト（OpEX）の両⽅で段
階的に低減し、同時にアプリケーションパフォーマ
ンス、信頼性が改善することを体験できます。

Infi niBox導⼊によるメリットやコストに対する
企業の理解を深めていただくために、Infi nidat
はForrester Consultingに依頼し、総経済効果

（TEI）調査を実施しました。Forresterは様々な業
種や地域にわたるInfi niBoxの既存顧客にインタ
ビューを⾏いました。

この情報収集によって、ForresterはInfi nidatの
既存顧客に関する注⽬すべき結果に気づきまし
た。調査により、以下のビジネス上の利点が判明
しています。

• 125%の投資利益率（ROI）

• 3年間で1,840万ドルのTCO削減

• 極めて⾼い1,030万ドルの正味現在価値
（NPV）を持つ投資

• ダウンタイム費⽤節減額120万ドル

• 6か⽉以内の投資回収

「Infi nidatのソリューション
は、使⽤可能なTBベースで、
従来のストレージよりも平均で
50%以上安くなっています。」
Forrester総経済効果レポート

利益の概要
3年間のリスク調整済み

設備投資コス
トの削減

キャパシティオ
ンデマンドモ
デルによるコ

スト削減

⼈件費削減 ダウンタイム
コスト削減

電⼒費⽤削減

1,420万ドル

150万ドル 130万ドル 120万ドル 17万9千
ドル

6か⽉以
内の投資

回収

1,030万
ドルの
NPV

125%の
ROI
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柔軟な調達モデル
Infi nidatは、進化を続けるビジネスニーズを満た
すために、柔軟な設備投資コストあるいは運⽤コ
ストでの調達モデルをご提案します。例えば、シス
テムを購⼊しても最初から全容量を必要としない
場合、「Elastic Pricing」を利⽤すれば、必要に応
じて追加容量にアクセスできるようになります。全
容量は事前に導⼊されており、短期的な運⽤コス
トでの「レンタル」、もしくは事前に設定された価
格での10TB単位の追加取得が可能です。

運⽤コストモデルには、オンプレミスストレージ⽤
のInfi niBox FLXが含まれ、必要量の拡⼤あるい
は縮⼩に応じて、初期容量分と追加分をTB単位

で⽉ごとに⽀払うことができます。パブリッククラ
ウドによるオフプレミスを希望する場合、Neutrix 
Cloudを使⽤すれば、クラウドベースのインスタン
スの⼀部あるいはすべてが接続できる、⾼可⽤性
とパフォーマンスを備えたストレージを使⽤でき
るようになります。

これらの各モデルを組み合わせれば、さまざまに
変化するワークロードや⼀時的なニーズに対処
することも可能です。Infi nidatの担当者が詳細を
ご説明し、お客様のニーズを満たす戦略を設計し
ます。

「私たちのクライアントは、調達の⼿
間をかけずに、必要に応じてストレー
ジの料⾦を⽀払うことができます。通
知後すぐに拡⼤することができ、遡及
的な⽀払いも可能です。」
Sean Gilbride, CTO                    
Daymark Solutions

⼀括購⼊

Elastic
Pricing

Infi niBox 
FLX

初期容量

初期容量

はじめから全容量を使⽤可能

設備投資コスト：基本容量を追加
運⽤コスト：容量のバーストアップあるいはバーストダウン

初期容量のサブスクリプションで開始 
使⽤した容量のみに対する⽀払い

使⽤量の拡張または縮⼩
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SCALE TO WIN™

お客様の成功の拡⼤においてInfi nidatがどのようにお役に⽴てるか、詳細については、
ホームページをご覧下さい。https://www.infi nidat.com

INFINIDATについて

Infi nidatは、企業やサービスプロバイダーが⼤規模なデータ主導の競争優位を確
⽴するお⼿伝いをしています。 Infi nidatのソフトウェアにフォーカスしたアーキテ
クチャは、競合他社のストレージ技術と⽐べて⼤幅に低い総所有コストで、ミリ秒
未満のレイテンシや、100%の可⽤性、そしてスケーラビリティを実現します。同社

は、ストレージ業界のパイオニアであるMoshe Yanaiによって2011年に設⽴され、
これまでに全世界で7エクサバイト以上の容量を提供しています。
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