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クラウドの5つの特性の定義 

特徴  概要  

オンデマンドベースのセル
フサービス（On-demand 
Self-service） 

消費者（ユーザー）は、サービスプロバイダーの人的関与を必要とせず、自
動的に、一方的にコンピューティング能力（サーバーやネットワーク・スト
レージ）を利用できる。 

広域なネットワークアクセ
ス（Broad Network 
Access） 

コンピューティング能力は、各種の消費者のプラットフォーム（携帯やラッ
プトップ、PDAなど）から、ネットワークを通じてサービスや資源にアク
セスできる。 

ロケーションに依存しない
リソースプール
（Resource Pooling） 

プロバイダーのコンピューティング資源は、マルチテナントモデルにより、
複数の消費者に提供され、その物理的・仮想的資源は消費者の需要に応じて
動的に割り当てられる。その際、消費者は、一般的に、どこで計算がなされ
るか、管理できず、知見を有さないという点で、場所に独立的である。 

迅速な拡張性（Rapid 
elasticity）  

コンピューティング能力は、急速かつ弾力的に、スケールイン・スケールア
ウトされて、提供される。消費者からみると、コンピューティング能力は、
無限にあるように見え、必要な時に必要な量を購入することができる。 

測定可能なサービス
（Measured Service） 

クラウドシステムは、計量能力を利用することにより、サービスのレベルに
応じて、資源利用の管理・最適化が自動的に行われる。資源の利用は、プロ
バイダー、ユーザーの両方にとって、監視、制御され、透明性をもって報告
される。 

スケーラブルシステムズ株式会社 

米国NIST（アメリカ国立標準技術研究所：National Institute of Standards and Technology） 



HPC 
プライベート 

クラウド 

 
パブリック 
クラウド 

計算クラスタ 
ストレージプール 

マルチユーザ 
大規模・非構造データ 

高いスループット・高速処理 

限定されたアクセス 
構造データ 

トランザクション処理 

SaaS 
ホスティング 

E-Mail、ＣＲＭ,HR 
データウェアハウス 

従来型の 
エンタープライズ 

ＩＴインフラ  

ITインフラ構築 

スケーラブルシステムズ株式会社 



Panasasストレージクラスタ 
HPCプライベートクラウド対応 

特徴  Panasasストレージクラスタ 

オンデマンドベースのセル
フサービス（On-demand 
Self-service） 

• 予防的システムマネージメント 

広域なネットワークアクセ
ス（Broad Network 
Access） 

• アプライアンスなネットワークストレージ 

ロケーションに依存しない
リソースプール
（Resource Pooling） 

• グローバルネームスペースによって、最大6PBまでスケーラブ
ルに拡張可能なストレージプールの提供が可能 

• 複数プロトコル – DirectFlow/CIFS/NFSでのアクセスが可能 

迅速な拡張性（Rapid 
elasticity）  

• 容量の拡張に応じて、性能もリニアに強化出来る 
• 動的にシステムの拡張が可能であり、また、そのシステム拡張

も容易に実行可能 

測定可能なサービス
（Measured Service） 

• ボリューム毎にリソースの割り当て（ユーザ、容量など）が可
能 

• 利用量制限（クォータ）の設定が可能 
• ユーザ・グループ毎の利用量の把握が容易 
• ボリューム毎のスナップショットの取得が可能 

スケーラブルシステムズ株式会社 



Panasasストレージクラスタ 
対費用効果 

Source Gartner Research 

管理・運用の自動化 
容易なオペレーション 

可用性オプション 
ボトルネックの解消 

・・・・・・・ 

高い自己管理機能を持つ 
ブレード型ストレージクラスタ 

スケーラブルシステムズ株式会社 

TCO削減 

Panasas ActiveStor 
ストレージクラスタ 

15% 

40% 

40% 

5% 

TCO構成分析 

ITオペレーション 
コスト 

システムダウン 
損失コスト 

ハードウエア/ 
ソフトウエア 

管理費用 TCO削減による 
高い対費用効果の実現 



システム管理と高可用性機能 

•リアルタイムでのクライ
アントのモニター 
– クライアントからのI/O要

求と処理性能をモニター
し、ボトルネックを解析 

 

•予防的システムマネー
ジメント 
– データとディスクのス

キャンを継続的にバッ
クグランドで実施 

– 問題発生の可能性のあ
るブレードのシステム
からの切り離し 
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ストレージアーキテクチャ 

スケーラブルシステムズ株式会社 

Network Attached Storage 
シリアルI/Oがボトルネック 

複数のNASを統合的に運用管理 
個々のNASサーバでのシリアルI/O

がボトルネック 

ファイルサーバを経由しないデータ
転送パス 

シリアルI/Oのボトルネックの解消と
容易なシステム全体の運用管理 



徹底的なパラレル処理の追及 

• 最も高速なストレージシステム 
– 1.5GB/s (1シェルフ）から150GB/s までリニアな性能向

上が可能 (PAS 12) 
• 用途と予算による製品選択が可能 

– PAS 8: 40TBの容量と600MB/sの性能 
– PAS 9: 20TBの容量とSSD搭載による高いIOPS性能 
– PAS 12: 40TB/60TB容量と1.5TBの性能 
– （2.5倍のメタデータ処理能力と7倍のNFSでのスループッ

ト性能：PAS 8 との比較） 
• ネットワーク接続オプション（GbE、10GbE、InfiniBand) 

– シェルフあたり2x10GbEでの接続が可能 (PAS 12) 
– Panasas IBRouter 2によるInfiniBandインフラへのQDR

での接続 

スケーラブルシステムズ株式会社 



Panasasストレージクラスタ 
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Linuxクラスタ 
    クライアント 

ホットスワップ
可能なブレード 
アーキテクチャ 

ストレージクラスタ 
StorageBlade 

シングルネームスペース 
• 同一データへのいずれのプロトコルでのアクセスも
可能 

• シングルファイルシステム 
• DirectFLOW/NFS/CIFS/NDMP間の完全なコヒ
レンシの実現 

• 非Linuxのデバイスをシステムに統合 
• グローバルネームスペースによるシステムの容易な
拡張と運用の容易さ 

DirectFLOW クライアントソフトウエア 
•クライアントからの同時アクセスを並列に処理可能 
• RedHat、SUSEなどの主要なLinuxディストリ
ビューションで利用可能 

• pNFSにも対応 

スケーラブルな NFS/CIFS/NDMPサーバ  
• 負荷を自動的にストレージクラスタ全体に分散 
• クライアント数の増加に合わせてスケーラブルな性
能拡張 

• 全てのDirectorBladeが全てのファイルにアクセス
可能 

オブジェクトベース 
• 優れたスケーラビリティ、信頼性、運用管理 
• Panasas Tiered Parityによるデータ保護の強化 

クライアント 
NFS/CIFS 



Panasas 製品特長 

スケーラブルシステムズ株式会社 

スケールアウト型 
アーキテクチャ 

Panasas PanFSストレージ・オペレーティングシステムを稼働するActiveStorストレージブレー
ド・システムで構成されたNAS(Network Attached Storage)アプライアンス。 

ソフトウェアアーキテク
チャ 

Panasas PanFSストレージ・オペレーティングシステムは、スケーラブルなシングル・ネームス
ペースのパラレルクラスタ・ファイルシステムを実装します。PanFSは、完全にジャーナル化/分散
化されたグローバルなコヒーレント読み取り/書き込みキャッシュを提供すると同時に、ファイルを
スマートなデータ・オブジェクトとして保存し、ブレード・アーキテクチャ全体でデータ伝送オペ
レーションの負荷を動的に分散することができます。 

スケーラビリティ 
最大6PBのストレージ容量、150GB/秒または100,000IOPS以上の集約パフォーマンスを実現す
る卓越したスケーラビリティを備え、最大で12,000クライアントからアクセス可能です。ストレー
ジ容量と共にスループットとIOPSもリニアに拡張できます。 

高可用性 

シングルポイント障害(SPOF)を回避します。自己回復型のデザインを採用し、ディスク、Storage 
Blade、Director Blade、電源など、システム全体で発生する障害に対する強力な保護を実現して
います。また、自動的なフェイルオーバーを実現するネットワークの冗長データ・パスを装備してい
ます(PAS 12では標準、PAS 8/11の場合オプションで装備可能)。 

データ保護機能 

インテリジェントなファイル毎のオブジェクトベースRAID機能により、最適なファイルサイズとパ
フォーマンスが実現します。RAIDの構築はパラレル実行されるため、ブレードに障害が発生した場
合でも即座にデータ保護機能を回復することができます。データとメタデータは水平(ブレード) と
垂直(ディスク)のパリティによって保護されており、エンドツーエンドのデータパリティ検証機能も
備えています。 

管理機能 
GUIまたはCLIによる、ActiveImageのスナップショットやユーザ/グループ別の割り当てなどのグ
ローバルな管理が可能です。システム設定は10分以内で即座に完了できます。ダウンタイムを発生
させないシステムのスケーリングが可能です。 

サポートするプロトコル 
Panasas® DirectFlow® Parallel NFS、NFS v3(UDPまたはTCP)、CIFS、NDMP、SNMP、
LDAP、ADS 

サポートするクライアント Linux®、Microsoft® Windows®、UNIX® 
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メタデータクラスタ 
DirectorBlade 

Linuxクラスタ 
    クライアント 

クライアント 
NFS/CIFS 

複数のプロトコルでの
アクセスが可能 

クラスタNFS・CIFS 
パラレルNFS 

ホットスワップ
可能なブレード 
アーキテクチャ 

Panasas ActiveStor 

スケーラブルシステムズ株式会社 

ストレージクラスタ 
StorageBlade 

大容量メモリキャッシュ 
2/4/8GB(ブレード) 

大容量HDD 
2/4/6TB(ブレード) 

ユーザデータ格納 

シングルネームスペース 
グローバルアクセス 



Panasasストレージクラスタ構成 

スケーラブルシステムズ株式会社 

冗長化 
電源1    
 

冗長化 
    電源２ 

 

18ポートネット
スイッチ 
（スロット１） 
 

バッテリ 
モジュール 
 

18ポートネッ
トスイッチ 
（スロット１） 
 

電源 
スイッチ 

電源 
入力 

Panasas PAS 11/12 



ブレード構成 

Storage Blade Director Blade 

スケーラブルシステムズ株式会社 

メモリはDDR3 メモ
リを3枚搭載可能 

Director Bladeは、外部接続用の
10GbEインターフェイスを持つ 

マルチコアプロセッサ 

メモリはDDR3 メモ
リを2枚搭載可能 

２TB /3TB SATA HDD x 2 

シングルコアプロセッサ 



ActiveStorモデル ActiveStor 11(PAS 11) ActiveStor 12(PAS 12) 

サポートするブレード構成 

(Director Blade + Storage Blade) 

1+10、または2+9構成。拡張用の

0+11構成も可能。 

1+10、または2+9構成。拡張用の

0+11構成も可能。 

ストレージ容量(TB) * 40または60 40または60 

ハードドライブ(3.5" SATA) * 20 20 

ECCキャッシュメモリ(GB) * 48 92 

最大書き込みスループット * 950MB/秒 1,600MB/秒 

最大読み取りスループット * 1,150MB/秒 1,500MB/秒 

ネットワーク・スイッチ・モジュール 1 (オプションで2台搭載可能) 2 

スイッチ・モジュール 1 x 10GbE SFP+ / CX4 または4 x GbE銅線  

Director Blade毎の追加ネットワーク 2 x 10GbE SFP+ 2 x 10GbE SFP+ 

ネットワーク・フェイルオーバー機能 オプション 標準装備 

高可用性リンク・アグリゲーション なし あり 

QDR InfiniBandルータオプション あり あり 

電源装置 950W 1+1冗長電源、100-240VAC (47-63Hz)自動切替  

208VACでの消費電力 4.8A/30A/7.0A (通常動作時/最大突入時/最大時) 

熱定格(通常時BTU/hr) 3500  

環境(動作時) 
周囲温度50-95°F / 10-35°C、相対湿度10-90%(結露なきこと)。高所で

は温度、湿度共に低下します。  

最大重量 150 lb. / 68 kg.  

寸法(高さ x 幅 x 奥行) 7.0”(4U) x 19.0” x 26” / 17.78 cm x 48.26 cm x 66.04 cm  
* 1+10ブレード構成時 

Panasas ActiveStor製品仕様 



Panasasストレージクラスタ 

ワークステーション/PC 
ワークステーション/PC 

ワークステーション/PC 

HPCクラスタ 

NFS CIFS 

ActiveStor 8/9 ActiveStor 11/12 

PanFS ストレージ・オペレーティングシステム 

シングルストレージプール 

マルチプロトコルのサポート 

DirectFlow 
(pNFS) 

スケーラブルシステムズ株式会社 



PAS12 性能データ 
シングルシェルフ・スループット 

スケーラブルシステムズ株式会社 
ホームページからダウンロード可能 

http://www.hp2c.biz/doc/HP2C.Biz/hp2c_panasas_download.html


PAS12 性能データ 
データベース性能レポート 

スケーラブルシステムズ株式会社 
ホームページからダウンロード可能 

http://www.hp2c.biz/doc/HP2C.Biz/Panasas/panasas_objectivity_wp_lr_1065_7.pdf
http://www.hp2c.biz/doc/HP2C.Biz/Panasas/panasas_objectivity_wp_lr_1065_7.pdf
http://www.hp2c.biz/doc/HP2C.Biz/hp2c_panasas_download.html


PAS12 評価レポート 

Performance scaling independently verified by ESG: 

http://performance.panasas.com/wp-esg-web.html 

スケーラブルシステムズ株式会社 

ホームページからダウンロード可能 

http://performance.panasas.com/wp-esg-web.html
http://performance.panasas.com/wp-esg-web.html
http://performance.panasas.com/wp-esg-web.html
http://performance.panasas.com/wp-esg-web.html
http://performance.panasas.com/wp-esg-web.html
http://performance.panasas.com/wp-esg-web.html
http://www.hp2c.biz/doc/HP2C.Biz/hp2c_panasas_download.html


Panasasネットワーク構成 

•ネットワークファブリックからPanasas 
ActiveStorストレージへのシームレスな接続のた
めの柔軟なシステム構成のための構成ガイド 

 

 
•機種とネットワーク構成に応じた

接続オプション 

•GbE、10GbE、InfiniBand接続
オプション 

•可用性（Failover)と高速性
(Aggregation) の選択オプション 

スケーラブルシステムズ株式会社 

http://www.hp2c.biz/doc/HP2C.Biz/Panasas/UserGuide/Network_Configuration_Guide_Release_4.0.2.pdf


Panasas IB Router  

•Panasas IB Router - Panasasのハイパフォーマン
ス・ストレージに最適なスケーラビリティを備える
InfiniBand接続を提供 

•高可用性とバランスの取れたパフォーマンス、そして相
互運用性をすべて実現 

スケーラブルシステムズ株式会社 

Panasas IB Router 



容易な導入と運用管理 

•容易な導入 
– 10分以内でのセットアップ(ESG Lab Test) 
– シェルフ増設時の自動的なシステム構成 

•容易に利用可能 
– 全てのクライアントから一つのネームスペースで

利用可能 
– 自動的なファイルシステムでのロードバランスの

実現 
•容易な管理・運用 

– シングル管理画面 
– スナップショット、ユーザクォータなどのデータ、

ユーザ管理 

スケーラブルシステムズ株式会社 



PanActive Webインターフェイス 

• 管理を一元化 
• 直ぐ利用可能な

インターフェイ
ス 

• 増設やシステム
構成変更に容易
に対応可能 

• 豊富なレポート
機能 

• リアルタイムモ
ニター 

• CLI(コマンドラ
インインター
フェイス）でも
利用可能 
 

スケーラブルシステムズ株式会社 



この資料の無断での引用、転載を禁じます。 

社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。なお、
本文中では、特に® 、TMマークは明記しておりません。 

 

In general, the name of the company and the product name, 
etc. are the trademarks or, registered trademarks of each 
company.  

Copyright Scalable Systems Co., Ltd. , 2010. Unauthorized 
use is strictly forbidden. 
 

7/16/2012 

スケーラブルシステムズ株式会社 

お問い合わせ 
0120-090715  
携帯電話・PHSからは（有料）  
03-5875-4718  
9:00-18:00 (土日・祝日を除く） 
 
WEBでのお問い合わせ 
www.sstc.co.jp/contact 


