SIEMENS PLM SOFTWAREがシミュレーションを迅
速化して製品設計を強化
Panasas ActiveStorシステムによるモデリング演算の高速化、ダウンタイム
の短縮、ITスタッフの負担軽減

顧客企業

Siemens PLM Software, Inc.（旧CDAdapco, Inc）、デジタルファクトリー事業部
規模

10,001人以上の従業員
本社所在地

ニューヨーク州メルビル
業種

製造業
課題

• ストレージの保守管理に必要な時間を最
小化
• ミッションクリティカルなシステムに対応す
る高度な信頼性
ソリューション

• 必要なパフォーマンスレベルを明らかにす
るため、Panasasストレージのベンチマー
クを実行
• レガシーのネットワーク接続ストレージに
代えてPanasasソリューションを導入
• 現時点までに3ペタバイト超のPanasasス
トレージを導入
成果

• 他のユーザーに影響を及ぼさずに、
複数のCFDシミュレーションを実行可能
• ストレージ管理の負担が最小限に
• ミッションクリティカルなシステムに対応す
る高度な信頼性を達成

行くことができなかったのです。CFD単独の
解析を処理できないシステムに、MDX演算
を実行できる可能性はありません。
Feldman氏のチームは、既存のストレージ
に見られるI/Oボトルネックのないストレー
ジシステムを探し始めました。同社の少人数
の情報技術（IT）スタッフに負担が掛からな
いよう、新しいシステムに要求される条件は、
使いやすさ、高度な信頼性、そして優れたサ
ポート体制でした。

モデルは現実の近似形に過ぎません。設
計者の立場では、より正確なシミュレーシ
ョンが必要です。こうしたニーズがあるた
「Panasasを立ち上げて稼働させれ
めに、テクノロジーの限界が押し広げられ
ば、後はもう何も気にしなくていい。
ています。この分野で注目を集めているの
が、Siemens PLM Softwareという会
当社に必要だったのは、まさにこれ
社です。同社はMultidisciplinary Design
です。」
Exploration（MDX：多分野融合設計探査）
と呼ばれるアプローチの草分け的な存在で
Steven Feldman 氏
す。MDX解析には、物理学の複数の領域に
プログラム担当副社長
Siemens PLM Software
及ぶシミュレーションが関与します。これら
がすべて1つのソフトウェアツールに収めら
れ、それぞれのシミュレーションが問題の特
定の部分に対応しています。そのため、シス
テム全体を一括してシミュレートすることが
I/Oボトルネックを解消し、システム
可能です。
ユーザーに優れたパフォーマンスを

提供するPanasasストレージ

当然のことながら、MDXを実行するには、
Feldman氏のチームは商用ストレージベ
通常よりもはるかに高性能な技術インフラ
ンダー各社について調べた上で、Panasas
が必要です。Siemens PLM Softwareの
を含む少数のベンダーに候補を絞り込み
プログラム担当副社長Steven Feldman氏
ました。いよいよ、各ベンダーの実力を見
は、次のように説明します。
「当社が2～3年
極めるときが来ました。
「Panasasの技術
前、CFD（数値流体力学）解析を単独で実行
陣が当社スタッフと共同で作業し、どの程
する製品の開発を始めた頃、たった1つのシ
度まで速度向上が見込めるか、ベンチマ
ミュレーションによって、システムの他の動作
ークを実行しました」と、Feldman氏は言
がすべて停止していました。」スタッフが原
います。このベンチマーク結果に感銘を受
因を追求したところ、従来のネットワーク接
けたFeldman氏のチームは、Panasas®
続ストレージに問題があることが判明しまし
ActiveStor®システムを設置し、実地試験
た。膨大な量のデータを使用するCFD演算
を行いました。
の入出力（I/O）要件に、ストレージが付いて
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• ストレージのボトルネックを排除し、システ
ムパフォーマンスを改善

スマートフォンを持ち歩く。病院へ行く。照
明を点灯する。自動車を運転する―私たち
の日常生活のあらゆる部分に、エンジニアリ
ングシミュレーションが関わりを持っていま
す。シミュレーションとは、技術者が現実の
物体の動きを模倣するソフトウェアモデルを
使って、新しいアイデアを試験することです。
これにより、さまざまな選択肢を徹底的に試
してみるプロセスを、非常に簡単に行うこと
ができます。
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業 種：製 造 業

他のユーザーへの影響がほぼ皆無
結果はどうだったでしょうか？「Panasas
システムの電源を入れると、ボトルネックが
消えていました」と、Feldman氏は言いま
す。
「他のシステムユーザーへの影響もほと
んどなく、複雑なMDXシミュレーションを実
行することができました。」その理由はパフ
ォーマンスです。ActiveStorアプライアンス
で使われているPanasas PanFS®ストレージ
オペレーティングシステムは、パラレルデー
タパスを採用しています。これにより、ストレ
ージとの間のデータスループットが大幅に向
上します。
「何も気にする必要がない」高い信頼性
Siemens PLM Softwareが求めていた条
件の1つは、信頼性の高さです。これは、同
社の顧客に対するコミットメントを達成
すると同時に、多忙なIT技術者に余分な
負担を掛けないようにするためです。この
点、Panasasソリューションは期待以上で
した。
「新しいストレージシステムには、何
ひとつ心配するような点がありません」
と、Feldman氏は言います。
「Panasasを立
ち上げて稼働させれば、後はもう何も気にし
なくていい。当社に必要だったのは、まさに
これです。」
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Siemens PLM Softwareでは、16ノードから112ノードまで、広い範囲に及ぶクラスター
サイズでPanasasストレージを使用しています。

障にならない程度の短い時間で済んでい
ます。」 Panasasによる非常に優れたサ
ポートも、Siemens PLM Softwareチー
ムのメリットになっています。
「実際に問題
が起こった場合、Panasasがすばやく解決
してくれるので、すぐに業務を再開できます」
と、Feldman氏は言います。
「今では、データ
損失の心配がまったくなくなりました。」

Panasasストレージで新規マーケッ
トに進出

運用に関する限り「何も気にしなくていい」
手動で一切介入せずに稼働し続けるシステム Panasasストレージですが、ストレージの
は存在しません。しかしPanasasシステムは、 増設が必要になれば、真っ先に心に浮かぶ
のはPanasasです。
「ミッションクリティカル
それに非常に近づいています。
「Panasas
なシステムにはすべて、
Panasasを使用して
ストレージに必要な管理作業は、ないも同
います
」
と、
Feldman氏は言います。
「すで
然です」と、Feldman氏は説明します。
「グ
に1ペタバイト以上のPanasas
ActiveStor
ラフィカルユーザーインターフェイスが分
を導入し、さらに増やそうと計画していると
かりやすいので、ごく稀にシステムに手を入
ころです。
」
れる必要が生じたときも、他のIT業務の支
使いやすいGUI、優秀なサポート
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Siemens PLM Softwareは、さまざまな
分野に積極的に進出しています。Formula
Oneに出場するレースカーの設計という分
野も、その1つです。
「Formula Oneは、自
動車技術の限界に挑戦するレースです」
と、Feldman氏は言います。
「レースカーの
設計者は、レーストラックごとに車の空気力
学設計を最適化しています。」自動車レース
に関わるSiemens PLM Softwareの顧客
企業が今後、番狂わせの勝利を続けても、何
の不思議もありません。

詳細情報
大規模なストレージ環境にプラグ&プレイ
の簡素性をもたらす、Panasas ActiveStor
プラットフォームについての詳しい情報
は、www.panasas.com/productsをご覧
ください。
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