
Case Study

電気通信大学がHPE Synergyを採用
して新たな学内クラウド基盤を構築、
より柔軟で可用性の高いインフラ環境
を低コストで実現

“より柔軟で使い勝手のいい
情報基盤を実現するために、
HPE SynergyとHPE 3PAR 
StoreServの組み合わせを選択
しました。これでOpenStack
を最大限に活用することが
できます”

̶国立大学法人 電気通信大学
教授
情報基盤センター
博士（工学）
高田 昌之 氏

4年に一度の情報基盤刷新のタイミングに際し、IT
コストのさらなる低減と運用負荷の軽減を図る。
またセキュリティ対策の強化とシステム稼働の
状況把握、省電力対策も重要な要件。

「HPE Synergy」と「HPE 3PAR StoreServ」を
導入して次世代型 IT基盤を構築し、OpenStackに
よるプライベートクラウド／セキュリティ対策／
ファイルサーバー／認証サーバーなど様々なワーク
ロードを集約して、一元的かつ効率的なシステム
運用・管理を実現

● システムに必要な機器を1つの筐体に集約した
「HPE Synergy」を導入して、柔軟なコンピュート
リソースの配備を可能に

● IOPS要求されるシステムには、SSDとHDDを
組み合わせた「HPE 3PAR StoreServ」を、バック
アップ用には「HPE Apollo 4200」を採用し、
システムの重要度に応じたストレージ利用を実
現

● OpenStackを採用して、より柔軟で可用性の高
い情報基盤を構築

● 学内ユーザーに対して、より速く柔軟に仮想マシン
環境を提供することが可能に

● 運用コストの削減に加え、運用負荷の低減、管理性
の向上も実現

● セキュリティの強化、省電力対策などの課題に
ついても解決

● 今後のシステム増強時にも、低コストで柔軟かつ
迅速に対応することが可能に

ビジネスの効果ITの効果
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国立大学法人 電気通信大学
教授
情報基盤センター
博士（工学）
高田 昌之 氏

電気通信大学では4年に一度、学内外の環境変化に対応するために情報
基盤の刷新を行っているが、一方でコスト削減やセキュリティの強化、
エネルギーコストの低減といったシステム要求もより顕著なものに
なってきていた。そこで2018年3月カットオーバーの「ITC2018」では、
オープンソース（OSS）の IaaSであるOpenStackの採用を決定、クラス
最高水準の性能と拡張性を持つインテル® Xeon® プロセッサー・ス
ケーラブル・ファミリーを搭載した「HPE Synergy」と「HPE 3PAR 
StoreServ」をセットで導入して、より柔軟で可用性の高いインフラ
環境を低コストで実現した。

国立大学法人 電気通信大学
特任准教授
情報基盤センター
博士（工学）
矢﨑 俊志 氏

より柔軟な情報基盤の構築と
運用コストのさらなる低減を目指して
OpenStackの採用を検討

2018年に創立100周年を迎えた電気通信大学は、
科学・技術分野における先進的な“研究大学”として
精力的に活動しており、近年には研究力強化の
ための構想「D.C.＆I.戦略」を構築した。D（＝ダイ
バーシティ）を尊重して、C（＝コミュニケーション）
を大局的な行動指針とし、I（＝イノベーション）の
持続的な創出を目指すというものだ。同大学では、
このD.C.＆I.戦略に基づき、持続発展可能な社会の
構築に寄与する新たな価値の創造とイノベーション
リーダーの養成を推進している。

同大学では4年に一度、世の中の環境変化に対応
するために学内の情報基盤を刷新している。その
役割を担うのが、大学全体にわたる情報基盤の整備
から全学共用の情報システムの運用までを行う
情報基盤センターだ。前回2014年の「ITC2014」
プロジェクトの際には、それまでサーバーOSと
して利用していた商用UNIXからの脱却を図り、
Linuxへと移行した。そして2018年3月にカット
オーバーした「ITC2018」プロジェクトでは、より
柔軟な情報基盤の実現を目指して、OpenStackを
利用した IaaS環境の構築を計画した。その背景に
ついて、電気通信大学 教授で情報基盤センター 
博士（工学）の高田昌之氏は、次のように説明する。

「2011年の東日本大震災発生時、当大学もサー
バーの電源などシステムの運用環境に非常な苦労
をしました。その教訓を踏まえて、万一の事態も乗り
切れる環境を構築することを目指し、ITC2014
以前の2013年に“大学のプライベートクラウド”
として多摩ICT拠点を作り、当大学のマシンルーム
をデータセンタ並みの電源や空調設備に替えて、
無停止で動かせるようにしました。そして
ITC2018のタイミングでは、いよいよOpenStack
を使ったIaaS環境を実現したいと考えたのです」

またもう1つ、高田氏がOpenStackに着目した
大きな理由がある。それが運用コストのさらなる
低減だ。

「ITC2014では、Linux環境の上にVMwareで仮想化
環境を構築して、先生方や学生の皆さんに仮想
マシンを貸し出すサービスを開始しました。
ITC2018のタイミングでは、このサービスが安定

柔軟性を提供するシステム基盤として
HPE Synergyを採用、
高いIOPSを支えるストレージには
HPE 3PAR StoreServを選択

同大学では ITC2014の際、情報基盤を構成する
ハードウェアとして、HPE ProLiantサーバー、
HPE 3PAR StoreServ、各種ネットワークスイッチ
といったHPE製品を採用しており、HPEに対する
信頼性が高かった。

「まず新たなサーバーを導入するに際しては、HPE
を始めとする複数ベンダーから提案をもらい、比較
検討を行いました。そして最終的に採用したのが、
柔軟な次世代情報基盤の構築を可能にしてくれる
と実感することができたHPE Synergyでした」

クラス最高水準の性能と拡張性を持つインテル®  
Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリー
を搭載したHPE Synergyは、システムに必要な
サーバー／ストレージ／ネットワーク機器を1つ
の筐体に集約し、一括してコントロールすること
ができる次世代型の ITシステムインフラだ。オン
プレミスでありながら“クラウドの利用感”を実現
し、瞬時にコンピュートリソースを配備すること
ができる。また運用・管理性の大幅な改善や、省電力
化・省スペース化にも高い効果を発揮する。

「今回の ITC2018では、何よりもOpenStackを支
えてくれる次世代のサーバー環境が必要不可欠で
した。その時にHPE以外のベンダーからの提案は、
1Uサーバーをいくつも積み上げてコンピュー
ティングパワーを確保しようとするものがほとんど
だったのです。それは見栄え的にも美しくない
ですし、ラック内のワイヤリングも複雑になって、
サーバーの冷却も気を配らなければならない。それ
ではシステムの拡張に伴って、サーバースペースも、
安定稼働のための管理工数、右肩上がりで増えて

国立大学法人 電気通信大学
主任学術技師
教育研究技師部
情報基盤センター
石井 和弘 氏

して稼働するようになってきており、さらに今後は
利用が進み、貸し出す台数も増えていくことが予想
されました。同時に運用コストも増加していく。
一方で大学からは、ITコストの低減が求められ
続けています。その際にOpenStackを利用すれば、
その時々で一番性能のいいハードウェアを適正
価格で選択することができる。こうした観点からも
OpenStackは、非常に有用なテクノロジーでした」
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インテル® Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー搭載

その他サービス

柔軟な情報基盤を完成させ、
サーバー環境の省スペースも実現、
今後はKVMを利用した仮想化環境の構築を目指す

今回一連のHPEソリューションを導入したことで、
電気通信大学では、様々なメリットを獲得すること
ができた。第一に挙げられるのは、何と言っても
新しい情報基盤（＝プライベートクラウド）が安定
稼働していることだと、高田氏は強調する。

「まだ定常運転に入ってからそれほど時間が経って
いませんが、今のところ、ほとんど手間はかかって
いません」

また今回HPE Synergyを採用したことで、サーバー
スペースの大幅な削減にも繋がった。高田氏は「感覚
的にラックの本数は、3分の2ぐらいになりました」

情報基盤センターシステム構成略図

ネットワークの集約と
帯域確保のテクノロジーを搭載した
HPE Synergy

今回電気通信大学が採用したHPE Synergyには、
高田氏が懸念した複雑なワイヤリングの課題を
解決する最先端のテクノロジーが搭載されている。
その1つがトップ・オブ・ラック（ToR）スイッチを
不要とするHPE Synergy用バーチャルコネクト
の特徴であるマスター／サテライト構成。同一
ラック内のマスターモジュールとサテライト
モジュール間をボトルネックを発生させること
なく結び、マスターモジュールから直接コアスイッチ

いくことになります。我々にとっては、HPE 
Synergyの選択が最適解だったということです」

またストレージ製品としては、2014年システムで
メールサーバー用に利用していた実績を評価し、
改めてHPE 3PAR StoreServを採用することに
した。

「HPE 3PAR StoreServは、何よりもまず非常に
安定していましたし、高いパフォーマンスも提供
してくれていました。それで2018年システムでも
採用を決めたのですが、今回は耐障害性をさらに
高めるために、コントローラ構成を採りました。
またRAID処理などを専用設計のASICにオフロード
したり、全てのドライブで分散処理をして特定
ドライブがボトルネックになるのを防いだりする
ことで、高い IOPSにも十分に耐え得る性能を提供
してくれるものでした」

またバックアップ用およびログの長期保管用の
ストレージとしては、コストを抑えるためにHPE 
Apollo 4200を導入した。2018年システムの
カットオーバーは、2018年3月1日だ。

に繋ぐことで、従来のようなToRスイッチの設置
や複雑なワイヤリングを不要としている。これに
よってケーブル数を大幅に削減することが可能と
なり、同時に高可用性も担保することができる。

また物理ポートを論理的に分割するFlex-20テク
ノロジーも、各帯域を確保しつつワイヤリングを
シンプルにする技術で、1つの2ポートNICのみで、
OpenStackに必要となるLAN、あるいはファイバー
チャネル（FC）接続などを構成することができる。
1ポート当たりの帯域は20Gbpsで、各接続に必要
となる帯域は十分に確保可能だ。

「こうしたテクノジーは、筐体内のケーブルを減ら
せると同時に、各サーバーのネットワーク帯域も
十分に確保できるという大きなメリットを提供して
くれました。ケーブルが減れば、それだけ管理も
楽になる。こうしたポイントも、HPE Synergyの
大きなアドバンテージとなった要素です」

サーバー運用・基盤システム

セキュリティ基盤

セキュリティ機器

多数のサーバー機能を仮想計算機に集約
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ネットワークふるまい検知装置
ネットワーク情報サーバー
情報管理サーバー
プライベートクラウド管理サーバー
プライベートクラウド仮想機械サーバー
認証管理サーバー
資源管理サーバー
端末サーバー
高可用性ファイルサーバー
情報処理教育用サーバー
供用ファイルシステム
大容量ファイルサーバー　　など

高性能IPS装置
多機能情報セキュリティ装置
ネットワークふるまい検知装置
（仮想計算機上に構築）

アクセスVPN装置

情報処理教育システム

学科計算機室等

建物内研究室等

UEC有線認証LAN

大判印刷

多摩ICTクラウドシステム
プロフェッサファーム仮想サーバー

教室等

拠点間VPN接続

多摩川グラウンド 
浜見寮
管平宇宙電波観測所

コアスイッチ

有線ネットワーク

キャンパスネットワーク接続

セキュリティ機器・コアスイッチと
連携して、障害点のネットワークを
自動で切り離す

Internet

SINET

建物スイッチ

UEC Wireless（学内無線LAN）

全学に配置したネットワーク機器を
一元管理し、運用コストを削減
ネットワークの制御設定の自動化
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●

●

●

●

●

●

●

●
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●

接続　　連携

接続　　連携

インテル® Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー搭載
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“今回導入したHPE Synergyには、OpenStack環境、VMware環境、
ベアメタル環境という3つの環境を集約しており、このうちのOpenStack
環境を用いて学内ユーザに仮想マシンを供しています。異なる環境を
1つの筐体内でコントロールできるHPE Synergyは運用管理面、コスト
面からも非常に大きなメリットを提供してくれるものです”

̶国立大学法人 電気通信大学
特任准教授　情報基盤センター　博士（工学）
矢﨑 俊志 氏

• HPE Synergy
• HPE 3PAR StoreServ
• HPE Apollo

ソリューション概略

導入ハードウェア

詳しい情報
HPE Synergy についてはこちら
hpe.com/jp/synergy 

と評価する。

「今後当分の間、サーバーの設置スペースを心配
する必要が無くなりました。ストレージのディス
クを拡張するとか、バックアップ用にもう少しメディ
アを追加するということも考えやすくなりまし
た。消費電力の削減効果については、これから時
間をかけて評価していく予定です」

さらに今後はSIerに任せているプライベートクラ
ウドの運用を、自分たちだけで回していくことを
考えているという。この点について同大学 特任准
教授で情報基盤センター 博士（工学）の矢﨑俊志
氏は、次のように説明する。

「我々はシステムが正しく動いているかどうか、
自分たち自身で目を配れることが重要だと思って
います。今回OpenStackに着目した理由として、
商用ソフトウェア製品のようにテクノロジーが
ブラックボックスになっておらず、我々が理解して
使いこなすことが可能である点も挙げられます」

実際導入に際して矢﨑氏はPCを5～6台並べて
OpenStack環境のプロトタイプを作り、学内関係者
に“こんなものを作ります”というプレゼンテー
ションをしたという。

現在同大学では、統合監視ツール（Zabbix）を利用
して、HPE Synergy上のシステム監視を行っている。
HPE Synergyに標準搭載される統合インフラ
管理ツールのHPE OneViewからZabbixが必要な
情報を受け取り、GUIを介して表示する。SIerは
リモートで監視をしており、異常があった際には
メールで大学側に通知するというスキームだ。

同大学では今後2年間をかけて、今回構築した情報
基盤の検証と、次のITC2022に向けた要件を詰め
ていく。

これに関して、ネットワーク部分を担当する情報
基盤センター 教育研究技師部 主任学術技師の
石井和弘氏は、1つの検討事項としてネットワーク
環境の強化を挙げる。

「今回の新たな情報基盤のリリースで、ネットワーク
上のトラフィックはさらに増え、長期保存する
必要のあるログも膨大になることが予想されます。
サーバー環境の検証に加え、ネットワーク環境に
おいても、帯域の確保や環境変化に応じたセキュリ
ティ製品の選定が求められると考えています」

そして最後に高田氏は、次回の情報基盤刷新時の
重要なテーマとして、OSSのハイパーバイザである
KVMによる仮想化環境の実現を挙げた。

「今回新たなテクノロジーとしてOpenStackを
採用しましたが、そこで使用されるハイパーバイザ
としてはVMwareを使用しています。今後はその
ハイパーバイザにおいても同じOSSであるKVM
を利用した仮想化環境の構築というビジョンが
出てきます。現在のVMwareを全てKVMに置き
換えるということではありません。サービスとして
安定性が求められるものについては、やはり
VMwareが必須です。しかしそれ以外については
KVMを利用する。それがより柔軟で低コストな
情報基盤の実現に繋がると考えています」




