
 

データの価値を引き出すために IT インフラをどうオペレーションするかが
重要になってきた。そのためには、クラウドの技術にも対応しながら、アジャ
イル、DevOps 、自動化、インテリジェンスといった新しい運用スタイルを
構築していく必要がある。そんな新しい IT インフラ運用を実現するミッド
レンジ向けのストレージ新製品が、Dell Technologies が新たに提供を開始
した「Dell EMC PowerStore（以下、PowerStore ）」だ。

Dell Technologies（EMC ジャパン株式会社） MDC 事業本部 SE 本部長 森
山 輝彦氏は、PowerStore のコンセプトとして「データセントリック」「イ
ンテリジェント」「アダプタブル」の 3 つを掲げる。

「データセントリックは、クラウドネイティブなワークロードを含めてすべ
てを取り扱うという意味です。従来の RDBMS や ERP 、ファイルサーバ、
仮想マシンなどだけでなく、ファイルやリポジトリ、コンテナデータ、コン
テナアプリケーションなども対象にできます。インテリジェントは、プログ
ラマブルなインフラを提供しながら、プロアクティブな分析と自動化ができ
ることです。VMware のほか、Kubernetes や Ansible といったクラウドネ
イティブな技術に対応した自動化が可能です。アダプタブルは、アーキテク
チャやデプロイメントが極めて柔軟なことです。ストレージでありながら店
舗などのエッジで使うサーバとして展開することも可能です」（森山氏）

これら 3 つのコンセプトを具体的に実現するために採用されたのがコンテナ
ベースのアーキテクチャだ。

コンテナのメリットは、機能の修正や追加が非常に迅速かつ簡単に行える点
にある。機能を修正する場合は限られた範囲だけで良く、すぐに影響を特定
できる。また、機能を追加する場合はコンテナ単位でアップグレードできる
ため、短時間でアップグレードし影響範囲を最小限に留めることが可能だ。
PowerStore はこうしたコンテナのメリットを最大限に活かしている。

Dell Technologies（EMC ジャパン株式会社） MDC 事業本部 SE 本部 プリ
セールスエンジニア 古舘 良則氏は「コンテナアーキテクチャのユーザーメ
リットはシステムやサービスの品質が安定することにある」とし、こう説明
する。

「PowerStore は、 2U サイズのアプライアンスで最小 2 ノードのクラスター
から構成でき、スケールアップ、スケールアウトが可能です。ノードの拡張
はオンラインで中断することなく実行できます。また、機械学習によるシス
テムリソースの最適化を自動化するインテリジェントな機能や、クラウド
ベースの分析サービス『Cloud IQ』への対応などにより、運用の効率と品質
を大幅に高めることができます」（古舘氏）

さらに「Anytime Upgrade プログラム」という新しいアップグレードプロ
グラムが提供されている。これによりユーザーは新しい世代や上位機種への
アップグレード、スケールアウトを無償で行うことが可能になる。なお、コ
ンテナベースのアーキテクチャのほか、ESXi ベースのモデルもラインアッ
プされており、ユーザーの多様なニーズに対応することができる。
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ストレージアプライアンス「Dell EMC PowerStore」
2016 年 9 月の Dell と EMC の統合以降、Dell Technologies として初めて開発されたストレージアプライアンス「Dell EMC 
PowerStore」が 2020 年 5 月に発表された。PowerStore は、コンテナベースのアーキテクチャを採用し、エポックメイキングな
機能とサービスとプログラムがふんだんに盛り込まれたミッドレンジ向けの製品だ。NVMe-oF や SCM といった最新技術への
対応はもとより、仮想マシンのアプリケーション対応 (AppsON)、ビルトイン型機械学習エンジンによる自動配置、エッジからク
ラウドまであらゆる環境へのデプロイ、無停止でのスケールアウトとスケールアップ、追加コストや追加契約が不要なアップグ
レードプログラム (Anytime Upgrade プログラム )など、多くの機能が搭載されている。これらはユーザーに対し、どのようなメ
リットをもたらすのか、Dell Technologies の担当者と β 検証に携わったノックスのエンジニアに話をうかがった。
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PowerStore は、機能面でも従来機種からの大幅な性能向上を果たしている。
具体的には、ユニファイドストレージ「Dell EMC Unity XT」と比較して 7 
倍の高速性能、遅延は 1/3 に抑えることを実現している。また、圧縮や重
複排除の技術も刷新され、もともと同技術に定評のあったスケールアウト型
オールフラッシュアレイ「Dell EMC XtremIO」と比較してより高いデータ
削減率を実現した。

「ハードウェアによる圧縮などを用いることで最大 20:1 までデータ削減が実
現できます。保証という観点では、Unity XT で 3:1 までのデータ削減効果
を保証していましたが、PowerStore は 4:1 まで保証されます」（古舘氏）

こうした性能を販売前の β 検証で確認したのがノックスだ。Dell EMC の既
存製品との比較を含め、持ち前の技術力を活かして、あらゆる角度から検証
を重ねたという。技術本部プリセールス部 清家 晋氏は、PowerStore の第
一印象についてこう話す。

「Unity のようにブロックとファイルを同じように扱える簡単さを備えつつ、
XtremIO のように優れた重複排除 / 圧縮技術を持ち、幅広い用途で利用でき
る製品だと感じました。それでいて、随所に従来製品とは異なる発想や技術
でアプローチしていることがみえて、非常におもしろい製品に仕上がってい
ます」（清家氏）

ブロックとファイルを同等に扱い、
優れた重複排除＆圧縮を実現

β 検証は、大きく 2 つの軸で実施された。1 つはパフォーマンス面で、IO 
性能の評価と重複排除 /圧縮によるデータ削減率を検証。もう 1 つはオペレー
ション面で、管理のしやすさ、操作のしやすさを運用担当者の目線から評価
した。

「パフォーマンス面ですが、リード / ライトパターンやブロックサイズ、接
続方式などを変えながら、IOPS とレイテンシーを Unity XT と比較しまし
た。検証の結果、IOPS の最大は 2.6 倍。これはライト 100% の場合ですが、
ライト 50% リード 50% などのパターンでも 1.6 倍と、大きく向上してい
ました。また iSCSI の場合は、NFS よりもさらに高い IOPS が出る傾向が
ありました」（清家氏）

さらに注目すべきはレイテンシーだ。ノックス技術本部 プリセールス部 小
島 和也氏はこう説明する。

「いずれの値も非常に短くなっていて、実環境でも高い効果が期待できるこ
とがわかりました。このあたりは、最新の Intel プロセッサやエンドトゥエ
ンドの NVMe、SCM など、最新のハードウェアアーキテクチャが大きく寄
与していると推測しています」（小島氏）

重複排除＆圧縮についても、いくつかのパターンで検証を実施。あるワーク
ロードについて、Unity のデータ削減率が 1.9 倍～ 3.5 倍であったのに対し、
PowerStore は 12.4 倍となるなど、Unity からさらに約 4 倍も削減率が向
上したという。

IOPS は Unity の 1.6 ～ 2.6 倍に、
データ削減率は 12.4 倍

小島氏はもう 1 つ、オペレーション面についてこう評価する。

「PowerStore は、キャパシティやアラート、スナップショットなどの情報
を一目で把握できるように作り込まれています。たとえば、アラートが発生
した場合、ワンクリックするだけでアラートの詳細を確認できるので、迅速
な調査が可能です。さらに、ファイルシステムや LUN 単位でのパフォーマ
ンスも同一画面から確認できます。管理者のことをよく考え洗練されたデザ
インです」（小島氏）

このように PowerStore は、企業が利用するさまざまなワークロードにお
いて、使いやすく、安定して高い性能を発揮できる製品だ。清家氏は「安定
した高性能を簡単に出せるという点では、金融や社会インフラなどの基幹
システムに適用できます。一方で、OS がコンテナベースになったことで、
Kubernetes や DevOps に取り組む企業からも多くの関心が寄せられてい
ます。PowerStore はミッドレンジ分野の新しい扉を開くことができる製品
です」と評価する。

実際、Dell Technologies では、Infrastructure as Code や DevOps、自動
化などの取り組みを積極的に推進。さらにユーザーやパートナー向けのさま
ざまな支援策が展開される予定とのことだ。PowerStore の今後には是非、
注目していただきたい。
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