Nutanix 導入事例
コンバージド・インフラストラクチャー

仮想化

複合システム検証センター「GARAGE」の
ハンズオントレーニング環境にNutanixを導入
業務効率化と容量不足の解消に成功
導入前までの経緯
・ ハンズオントレーニングで利用する仮想マシン

・ フルクローン作業を不要とすることで、ハンズオン

・ 演習用テンプレートを保存するストレージの
容量不足問題を解決すること

・ インライン圧縮・重複排除機能の活用により、

の展開作業に長い時間と手間を要していた

株式会社ネットワールド
設

導入後に期待される効果
トレーニングの準備時間を1/3〜1/6に短縮
データ容量を従来の約1/3に削減
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の対 象となったハンズオントレーニング環 境
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現状の課題を解消すべく
Nutanixを新たに導入
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アップに役立てて頂いています」と説明する。

こから起動確認やログイン確認なども行います
ので、ハンズオントレーニングが連日開催され
る場合などには、遅くまで残って翌日の準備を
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行わなくてはなりませんでした」と語る。
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行っているが、旧ストレージは圧縮機能しか備

Nutanixのすべてが検証できる環境
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えていなかったため、空き容量も逼迫の一途を
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辿っていたという。
このような課題を解消すべく、ネットワールド
では今後のハンズオントレーニング環境を支え
る新たなプロダクトの選定に着手。その結果採
用されたのが、ハイパーコンバージド・インフラ
ストラクチャー製品「Nutanix」である。

優れた容量効率を高く評価
フルクローン作業も不要に
今回Nutainxを選んだ理由として、工藤は
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ハンズオントレーニング環境でのNutanix導入効果
●

ハイブリッド構成でも圧縮・重複排除の併用が可能で、
データ容量を約1/3に削減

●

時間のかかるフルクローン作業は不要となり、
差分クローンで展開時間を大幅に削減

●

ストレージクラスタとvSphereクラスタをそれぞれ独立管理することで、
パフォーマンスを確保

まず容量効率とコストパフォーマンスの高さ
を挙げる。
「 演習環 境は基 本的にどれも似た

れもNutanixなら、演習用のvSphereクラスタを

易ですので、将来にわたって安定的なサービス

ような構成ですので、重複 排除機能がかなり

ストレージとは別に管理して、その中でホスト

環境をご提供できます」と語る。

の効果を発揮すると考えられます。とはいえ、

単位で分割するといった運用が行えます」と工

高性能が要求される領域は全体の1割もないた

藤は説明する。

め、重複排除機能付きのオールフラッシュ製品
を導入したのでは費用的に見合いません。その
点、Nutanixであれば、コストを抑えたハイブ

準備時間の大幅短縮に成功
データ容量も約1/3に削減

また、従来のローカルフラッシュドライブ＋
外付けストレージの構成から、Nutanixによる

圧縮・重複排除機能により、データ容量を1/3
程度にまで削減することに成功。今後のコース
拡大などにも、余裕を持って対応できるように
なった。また、ラックスペースも、サーバーだけ
見ると以前の6Uから2Uへ、ストレージも合わせ

リッド構成でもインライン圧縮・重複排除機能
を利用できます」(工藤)。

懸案であった容量不足についても、
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Nutanixによる新ハンズオントレーニング環境

ると20Uから2Uへと約1/10に削減されている。
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環境での課題をすべて解消することができた。
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お客様にご利用頂きたいですね」と語る工藤。

なっていたフルクローン作業は不要になり、
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ノウハウをフル活用していくとのことだ。
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を使えるようになりました。また、性能面でも十
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能だ。
「さらに、もう一つのポイントが、ストレージ

Nutanixの様々な製品特長も大いに活かさ
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れているとのこと。三好は「たとえば、差 分ク

クラスタとvSphereクラスタをそれぞれ 独立

ローンの処理を高速化する『Shadow Clones』

管理できる点です。ハンズオントレーニング環
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