
導入事例：NTT Australia

2018年、プライベートクラウドと共有マルチテナントプラットフォームのマネージドITサービ
スプロバイダー（MSP）であるNTTオーストラリアは、提供するすべてのサービスの基盤とし
て、ソフトウェア定義ストレージを採用しました。同社はコンピューティングおよびネットワー
キングインフラストラクチャの導入には成功したものの、ストレージ面では階層や顧客の要
件が異なるため、難航していました。

そこで同社が選択したのが、業界標準のハードウェアを使用し、パフォーマンスを向上させ、
ソフトウェアによってQoSやアナリティクスを提供する「HPE Nimble Storage All Flash 
Arrays」でした。容量、効率性、QoSの保証、マルチテナント、API駆動型オペレーションによ
り、大きな成果が得られました。

HPE Nimble StorageとHPE ProLiant Gen10サーバーを搭載
したソフトウェア定義ソリューション 

NTTは、HPE、Cloud28 +、Cloudianと共同で、 
お客様に理想的なストレージプラットフォームを構築 

業界
マネージドITサービスプロバイダー

目的
増え続ける非構造化データやアーカイ
ブファイルを、資本コストや運用コスト
を抑えながら、手頃な価格で提供

アプローチ
NTTは、HPE Nimble Storage 
All Flash Arrays、HPE ProLiant 
Gen10 Servers、およびCloudianの
HyperStoreソフトウェアを使用してソ
フトウェア定義ストレージソリューショ
ンを導入

ITのメリット
• より多くのデータを処理しながら、バ

ックアップのSLAを12～16時間から
わずか4～6時間に改善

• HPE ProLiant DL380サーバーを
使用することで、バックアップ/アーカ
イブストレージの総設置面積を大幅
に削減

• 構成から監視まで一元管理できるシ
ンプルさ

ビジネスのメリット
• 組み込みのデータセキュリティと耐障

害性により、安価なストレージへのア
クセスを実現

• 目標復旧時点（RPO）および目標復旧
時間（RTO）の観点から、より改善され
たSLAをお客様に提供

• 医用画像やビデオストリーミングデー
タの管理など、新しいビジネスチャン
スを提供

「HPEの ProLiant DL380サーバーを使用することで、バックアップ/アーカ
イブストレージの総設置面積を大幅に削減することに成功しました。 
より多くのバックアップコピーをディスクに保持できるようになったことで、お客
様へのリストアに関してより優れたSLAを提供できるようになりました。」 
- NTTオーストラリア、エンタープライズアーキテクト、 Barun Agarwala氏



NTTは、CloudianのHyperStoreとHPE ProLiantサーバーを使用したソフトウェア定義
ストレージを導入しました。 このソリューションにより、より効率的で拡張性が高く、費用対
効果に優れたバックアップサービスインフラストラクチャを構築し、目標復旧時点（RPO）と
目標復旧時間（RTO）の両方で、より改善されたサービス品質保証（SLA）を提供することが
可能になりました。さらに、医用用画像やビデオストリーミングデータの管理など、将来の新
たなビジネスチャンスの可能性も生まれました。

要件と課題
世界中に220を超えるデータセンターを持ち、196か国にネットワークを展開するNTTは、
業界をリードするプロバイダーの1つです。 オーストラリアチームがソフトウェア定義ストレ
ージに移行した主な要因は、従来のストレージシステムの手作業によるオーバーヘッドと非
効率性でした。これらのシステムは独自のハードウェア上に構築されており、長いインストー
ル時間、大規模なトレーニングを必要とするツール、高いメンテナンスコスト、そして多大な
電力と冷却のオーバーヘッドが必要でした。さらに、オフサイトストレージ用の大容量ディス
クやテープを使った従来のバックアップ方法では、運用コストおよび品質の問題や、高い障
害発生率、データ復旧にかかるリードタイムも長くなっていました。

これらのすべての要因により、特にバックアップとリストアビジネスが大きな課題を抱えて
いました。すなわち、増え続ける非構造化データやアーカイブファイルのためのストレージ
を、SLAを改善しながらお客様に安価に提供することが困難でした。

新しいソリューションを模索する中で、同社は、資本コストと運用コストを維持し、ハードウェ
アの更新時の影響を最小限に抑えながら、より多くのストレージを低コストで提供可能にし
たいと考えていました。

その他の要件として、低レーテンシー、高い信頼性、予測可能なパフォーマンスが挙げられ
ます。

NTTは、HPEのテストベッドを使用して、次の基準を含む概念実証評価を行いました。
1. 管理とセキュリティ
2. マルチプロトコルのサポート
3. パフォーマンス、QoS、およびストレス下での安定性
4. データ保護と耐障害性（レジリエンス）
5. スケーラビリティと容量効率
6. パブリッククラウドや他のシステムへのデータ階層化
7. 相互運用性

「テストしたすべてのベンダーの中で、安定したパフォーマンスでストレージを稼働させるた
めに必要な設置面積とハードウェア要件は、Cloudianが最も優れていました。」NTTのエン
タープライズアーキテクトであるBarun Agarwala氏はこのように述べています。「導入、イ
ンストール、構成が簡単で、ゲートウェイや変換が必要な他の製品とは異なり、ネイティブの
S3互換性があります。」

Agarwala氏は、Cloudianを利用すると異なる保護SLAごとに異なるバケットを作成でき
る点も気に入っています。これは、複数のテナントをホスティングし、コストごとにサービスを
提供する際に重要です。

HPEとCloudianのコラボレーション
NTTは、Cloudian HyperStoreソフトウェアと組み合わせて、HPE ProLiant DL380
およびHPE ProLiant DL360 Gen10サーバーを選択しました。 NTTは、Cloudian 
HyperStoreノード用にHPE ProLiant DL380サーバーとユーティリティPOD用のHPE 
ProLiant DL360サーバーを使用し、ロードバランサー、オブジェクトストレージ用のテスト
スイート、およびNFSゲートウェイとして機能するCloudianのHyperFileを稼働させていま
す。
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Hewlett Packard Enterpriseは、販売から納品までのサイクルが非常に速く、納期が数
か月から数日に短縮され、エンドツーエンドの管理ソリューションが提供されました。サー
バーのテレメトリはHPE InfoSightに集約され、HPE OneViewは、構成、管理、監視のた
めのシンプルな１つの画面で提供します。HPE Nimble Storageを搭載したHPEサーバー
は、Cloudian HyperFileの高性能を実現するために必要なキャッシュ機能を備えた、優れ
たプラットフォームを提供します。

この共同ソリューションを導入して以来、NTTはさまざまなメリットを享受しています。

「Cloudianのスケーラビリティは他に類を見ないもので、小規模で始めながら中断するこ
となくエクサバイト規模にまで拡張できます。」とAgarwala氏は述べています。「新しいノー
ド追加も非常に簡単で、パフォーマンスが低下することはありません。さらに、Cloudianの
管理コンソールとAPIは、エンドツーエンドの自動化サポートにより、簡単に習得できます。 
Cloudianソリューションは、組み込みのデータセキュリティとデータ復元力を備え、低価格
のストレージへのアクセスをお客様に提供します。」とAgarwala氏は続けます。「バックアッ
プSLAが改善され、迅速に完了できるようになりました。以前のソリューションではバックア
ップに12～16時間かかっていたのが、今では4～6時間を実現し、さらに多くのデータが処
理できるようになりました。」

「HPEの ProLiant DL380サーバーを使用することで、バックアップ/アーカイブストレー
ジの総設置面積を大幅に削減することに成功しました。より多くのバックアップコピーをディ
スクに保持できるようになったことで、お客様へのリストアに関してより優れたSLAを提供で
きるようになりました。」とAgarwala氏は付け加えました。

NTTのbackup-as-a-serviceソリューション
Cloudianを利用した提供サービスの一環として、NTTはまず、バックアップとアーカイブ
のインフラ、およびファイル共有をターゲットにしました。CloudianのHyperStoreおよび
HyperFileクラスターは複数のNTTデータセンターに拡張され、合計1ペタバイトのストレ
ージ容量になり、さらに拡張される予定です。

ソフトウェア定義ネットワークのオブジェクトストレージ
NTTは、セキュリティログやエッジデバイスからのデータを保存するためのクラウドオブジェ
クトストレージソリューションに加え、インターネットやマーケットプレイスを介したバックア
ップ/アーカイブターゲットストレージを、特にセキュリティ要件が高いお客様に提供するこ
とに取り組んでいます。CloudianとHPEの導入で、既存のIPベースのSANソリューションを
活用しながら運用を最大限に簡素化することができるようになりました。

HPEサーバーは、おそらく業界で最も安全であると評価されています。1 

Cloudianを使用すると、各テナントが異なるActive DirectoryやLDAPサーバーを使用し
て認証·認可され、IAMセキュリティの設定も個別に行うことができます。これはNTTのマル
チテナントサービスにとても重要なことです。

自動化、再利用可能なアーキテクチャ
NTTは、HPEインフラストラクチャ上でRedHat® Linux®を使用してCloudianを実行しソフ
トウェアをサポートすることで、新しいシステムのプロビジョニングを自動化できるようにな
ります。また、このプラットフォームは、NTTのISO 27001フレームワーク内でCloudian環
境を構築し、自動化ツールを使用してシステムを確実かつ繰り返し更新可能にします。 
CloudianのAPIドライブ管理を使用して、テナント管理、データストレージ管理、およびユー
ザー管理を既存のクラウドオーケストレーションツールに組み込まれています。

NTTは、Elasticsearchをベースにロギングインフラストラクチャを含む複数のソリューショ
ンにHPEサーバーを使用しています。Cloudianを同じHPEのハードウェアに導入すること
で、NTTは既存の投資設備を再利用し、節約分をお客様に還元することができます。さらに
HPEとの提携により、サーバーの在庫管理が可能になったことで、設備投資の削減を実現し
ました。
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Cloud28+のエクスペリエンス： 強い関係と信頼
NTTは、CloudianとHPEの業界をリードするテクノロジーを高く評価しています。同様に、こ
の2社との間に確立された信頼関係も重要視しています。HPEとCloudianは当初から、ポイ
ントソリューション提供だけではないビジネスの関係を築いていました。NTTが複数のPOC
を実施する際、HPEとCloudianは同社と連携し、専門的かつ徹底的にサポートすることで、
プロセスを円滑に進めることができました。さらに、CloudianはNTT製品チームと協力して、
統合サービスを備えた製品モデルを定義し、真のカスタマーソリューションを構築しました。

その結果、NTTは両ベンダーから最高のテクノロジーを得ただけでなく、最高のビジネスお
よびアーキテクチャの意思決定を可能にするために、両社の高度なスキルも持ったチームに
アクセスできるようになりました。

Cloud 28+ のビジネスとテクノロジーイノベーションについて語るとき、Agarwala氏はこ
う付け加えました。「Cloudianのオブジェクトストレージは、我々のさらなる新しい扉を開
き、アプリケーションに直接ストレージを提供することを容易にしてくれました。」

「このソリューションにより、医療画像や消費者向けビデオストリーミング用の特殊なスト
レージソリューションなど、新しいビジネスチャンスを追求することができます。」

Cloud28 +コミュニティ内でこれらのパートナーを見つけることができます。

• CloudianのCloud28+ パートナーページにアクセス　

• NTTコミュニケーションズのCloud28 +パートナーページにアクセス　

Cloud28 +：ビジネスの拡大
Cloud28 +は、エンタープライズクラウド導入を加速する手段として、2015年にヨーロ
ッパで最初に始まり、世界中で成長を続けています。最近は、コミュニティのメンバー数が
1000人を突破するという重要な節目を迎え、世界のサービスカタログも4万件以上に増え
ています。

Cloud28 +コミュニティは、サービスプロバイダー、ソリューションプロバイダー、ISV、ディス
トリビューター、システムインテグレーター、テクノロジーベンダー、および一部の公的機関
や研究機関が参加しています。Cloud28+に参加するための費用やプラットフォーム内での
仲介料は一切なく、パートナーとの新たな提携や、パートナーとエンドカスタマーとの直接的
な関係の構築を目指しています。

詳細は以下の通りです。

https://cloud28plus.com/jp/partnersearch
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