
フリッツ・ハーバー研究所（FHI）のジョイント・ネットワーク・センター（GNZ）は、ドイツのベル
リンとブランデンブルクにあるマックス・プランク協会の研究機関および研究施設にさまざま
な技術サービスを提供しています。大量の科学データをより適切に保護するために、GNZは
ストレージのバックアップ処理を加速し、アーカイブを改善する必要がありました。Quantum 
StorNextソリューションを導入することで、バックアップ・ウィンドウの短縮、コストの削減、デー
タの長期的な整合性の確保、急増する科学データに対応するスケーラビリティの確保が可能
になりました。

マックス・プランク協会の研究機関が 
急増する研究データを 
Quantum StorNextで保護

”“科学研究データは爆発的な増加を続けていま
す。StorNext環境で、準備万端です。

Gerd Schnapka氏
ジョイント・ネットワーク・センター（GNZ）、センター長
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GNZは、FHIはもとより、ベルリンとブランデン
ブルクにあるその他のマックス・プランク協会
の研究機関の研究者に代わり、膨大な量の貴
重なデータを管理しています。マックス・プラン
ク研究所では、分子植物生理学、重力物理学
など、さまざまな科学分野において、世界中か
ら集まった科学者が研究を行っています。

研究データを保護し、研究者がいつでもア
クセスできるようにするため、GNZの管理者
は2拠点のデータセンターから定期的にバッ
クアップを行っています。GNZでは、Veeam
社のデータ管理ソリューションを使用して、
VMwareで仮想化されたサーバからデータを
バックアップしています。その後、それらのデー
タは長期保存のためテープにアーカイブされ
ます。

長年にわたるデータ量の増加に伴い、管理者
は毎晩約120TBのデータをバックアップする
必要がありました。しかし、既存のストレージ・
インフラストラクチャでは、夜間のバックアッ
プ・ウィンドウの時間内で完了させるのに十分
なパフォーマンスを実現できませんでした。

保存データの総量が1PBを超えて急速に増加
する中、GNZは大規模なアップグレードを必
要とせずに拡張を続けることができる、よりス
ケーラブルなプラットフォームも必要としてい

ました。GNZでストレージ&仮想化部門を管理
するStefan Schülke氏は、「科学データは急
速に増加する可能性があります」と語っていま
す。たとえば、分子植物生理学の研究では、植
物とその遺伝子活動の分析のために膨大な
データベースが作成されています。

Quantum StorNextプラットフォームとの出
会い
GNZチームは、バックアップ・ウィンドウの短縮
とスケーラビリティの実現に有効と考えられる
さまざまなアプローチとストレージ・ファイル・
システムの可能性を精査しました。たとえば、
BeeGFS並列クラスタ・ファイル・システムとの
並列化を検討し、Cephファイル・システムをテ
ストしましたが、どちらのプラットフォームにも
制限があり、さらなる検討が必要でした。

幸いなことに、G N ZチームはQ u a n t u m 
StorNextと出会いました。GNZでストレージ
&サービス部門を管理するThies Garling氏
は次のように語っています。「マインツで開催
されたStorNextワークショップでQuantum 
StorNextプラットフォームを紹介されました。
これは、かなり以前からStorNextの利用で成
功を収めていたマックス・プランク化学研究所
が主催したイベントでした。」

ソリューションの概要

• Quantum StorNext®ファイル・システム 
• Quantum Xcellis® Workflow Director 
• Quantum Xcellis Workflow Extender 
• Quantum Scalar® i6テープ・ライブラリ 
• FUJITSU ETERNUS DX200 SANスト
レージ 

• Veeam Backup & Replicationソフト
ウェア

主なメリット

• バックアップ処理を大幅に加速し、夜間
のバックアップ・ウィンドウを厳守

• ストレージ管理を合理化し、10人程度の
小規模なチームの作業を簡素化

• 従来のNASシステムに採用されている
高額なライセンスを不要にすることでコ
ストを削減

• 科学研究データの急増に対応できるス
ケーラビリティを確保

• ストレージ・システムのシームレスな統
合により、新設研究機関への拡張が可能

”“クアンタムのサポート・チームは、あらゆる潜在的問題への専門的対処を支援してくれました。特に、担当のソフトウェア・サポート技術者は、標準的な勤務時間を超えて、複雑な
問題の解決を支援してくれました。

Stefan Schülke氏 - ジョイント・ネットワーク・センター（GNZ）、ストレージ&仮想化部門
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高速ファイル転送の実現、階層型ストレージ
管理（HSM）システムの統合、条件に適した
ライセンス・モデルの使用というStorNext
の可能性について情報を得たところで、GNZ
チームは評価試験（PoC）へと進みました。
StorNextのデモ環境の設置と構成は、PoC
時にGNZチームをサポートしたQuantum 
Professional Servicesチームによって行
われました。テストが成功したことで、GNZ
は多角的ソリューションの重要パーツとして
StorNextを選択しました。

新規StorNext環境の迅速な展開
クアンタムはGNZチームの協力の下、現
在のニーズと将来的なニーズを満たし、パ
フォーマンスと容量のさらなるスケーラビリ
ティを実現すべく、StorNextを基盤とするマ
ルチユーザー・ソリューションを設計しまし
た。Quantum StorNext Xcellis Workflow 
Directorは、StorNextのセントラル・インスタ
ンスとして機能します。Quantum StorNext
ゲートウェイは、StorNext分散型LANクラ
イアント（DLC）プロトコルを介して、ベルリ
ンとゴルムという50km離れた2拠点間の
高性能接続を提供します。GNZは、データの
アーカイブと長期的な整合性を確保するた
め、6台のLTO-7ドライブと2台のLTO-8ドラ

イブおよび1台のEDLM（Extended Data 
Life Management）ドライブを搭載した
Quantum Scalar i6テープ・ライブラリを使
用してします。

このソリューションには、StorNextファイル・
システムのユーザー・データ・ストレージとし
て、富士通のSANストレージが組み込まれて
います。バックアップはアーカイブのために
Quantumテープ・ライブラリに転送されま
す。

このソリューションは、SANストレージの
パートナー、ハードウェアの設置と構成を担
うQuantum Servicesチーム、そしてもちろ
ん既存インフラストラクチャへの統合を担う
GNZチームなど、関係するすべての当事者に
よる連携作業により、数日間で展開できまし
た。Stefan Schülke氏は次のように語ってい
ます。「クアンタムのサポート・チームは、あら
ゆる潜在的問題への専門的対処を支援してく
れました。特に、担当のソフトウェア・サポート
技術者は、標準的な勤務時間を超えて、複雑
な問題の解決を支援してくれました。」

重要データのバックアップを2倍高速化
GNZは、StorNextプラットフォームを導入
したことで、増え続ける大量の科学データを

Stefan Schülke氏 - ジョイント・ネットワーク・センター（GNZ）、ストレージ&仮想化部門
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「需要は高まっています。ま
た、システムの管理が容易
でスケーラビリティがある
ため、運用も拡張も問題な
く行えます。」

Thies Garling氏 
ジョイント・ネットワーク・セ
ンター（GNZ）、ストレージ&
サービス部門

GNZについて
フリッツ・ハーバー研究所（F H I）の
ジョイント・ネットワーク・センター
（Gemeinsames Netzwerkzentrum 

[GNZ]）は、ベルリンとブランデンブル
クにあるマックス・プランク協会の研究
機関および研究施設に、すべてのネット
ワーク・インフラ、ITセキュリティ、データ・
ストレージ・サービスを提供しています。
世界中から集まった研究者がFHIで研究
に取り組み、物質とエネルギーの化学変
換の根底にある原理を調査することで、
基礎科学の発展に貢献しています。

GNZが導入したQuantum StorNextプラットフォームを基盤とする多角的ソリューション

ゴルム（アルバート・アインシュタイン
研究所、MPI分子植物生理学研究室）の

LANクライアント

StorNext SANクライアント上の
Veeamサーバー 

SAN（デュアル・ファブリック）
Brocade 6505、24ポート 

10Gbpsイーサネット
SAN 1.ファブリック

SAN 2.ファブリック

-イーサネット接続と SAN 接続は
クライアント毎に使い分けています。
メタデータ用および管理用ネットワークは
示していません。 

StorNext使用例：
- Veeamバックアップ
- ポツダムのゴルムにある
   MPIにStorNextを拡張
- HSM 

-

ストレージDX200S4
Veeam用1.3PB

StorNextユーザー・データ用3PB
StorNext FS×7 

Xcellis Workflow Director
デュアル・ノード

FSメタデータ・アレイ
10.8TB（ユーザー・データなし）

10GbEスイッチ 

ベルリン（フリッツ・ハーバー研究所有機化学研究室
および物理化学研究室、MPI科学史研究室、GNZ）の
LANクライアント

AEL6ライブラリ
７モジュール、42U
ライセンス済みスロット×325
利用可能空きスロット×700
LTO-7ドライブ×6
LTO-8ドライブ×2
LTO-7 EDLMドライブ×1

Quantum Scalar i6

Quantum Scalar i6

Quantum Scalar i6

Quantum Scalar i6

Xcellis Workflow Extender
DLCイーサネット・ゲートウェイ
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C A S E  S T U D Y

迅速かつ確実にバックアップできるよう
になりました。大規模なVMware環境
のバックアップにはVeeam Backup & 
Replicationが使用されています。現在、
バックアップは24時間のタイム・ウィンド
ウで実行されていますが、以前は2日に1
回しかVM環境をバックアップできません
でした。「バックアップ処理に関連する、以
前のパフォーマンスの問題は解決されま
した」とStefan Schülke氏は語っていま
す。GNZでは、夜間のバックアップ・ウィン
ドウを厳守できるようになり、研究データ
を確実に保護するとともに科学者がいつ
でも利用できるようになりました。

将来のデータ増に備えたスケーラビリティ
を確保̶サポート対象の研究機関を倍増
新しいストレージ環境は、急増する科学
データに対応できるスケーラビリティを
GNZに提供しています。Thies Garling
氏は次のように語っています。「需要は高
まっています。また、システムの管理が容
易でスケーラビリティがあるため、運用も
拡張も問題なく行えます。」

G N Zはさらに多くの研究機関をサ
ポートする態勢も十分に整いました。
「Quantum StorNextの導入以来、参加
研究機関の数が3から6に倍増しました」
と、Stefan Schülke氏は語っています。
今後は、無機化学を対象とした研究グ
ループの加入により、大量の高解像度カ
メラ・データを保存する必要性が生じる
見込みです。しかし、GNZチームは、高度
にスケーラブルなStorNext環境で研究
所同士をシームレスに統合することに問
題はないと予想しています。

管理の合理化とコストの削減
GNZでは大規模で一見複雑なストレー
ジ環境を管理しなければなりませんが、
GNZチーム自体は比較的小さく、わずか
10名です。StorNextソリューションは一
元管理によって継続的な管理作業を合理
化し、このような小規模チームによる運
用を可能にします。

StorNextを基盤とするソリューションは
コスト管理にも有効です。従来のNASシ
ステムとは異なり、Quantum StorNext
ファイル・システムと富士通ストレージ・
システムは、容量ライセンスを必要としま
せん。その結果、GNZは他のプロジェクト
やサービスにより多くの予算を割くこと
ができるようになりました。

GNZの価値向上
新しいStorNext環境は、管理を複雑化す
ることなくストレージの性能とスケーラビ
リティを向上させることにより、GNZを純
粋なインフラストラクチャ・プロバイダー
という脇役から、マックス・プランク協会
傘下の研究機関にとっての総合的ITサー
ビス・プロバイダーへと拡大することに
役立っています。GNZセンター長のGerd 
Schnapka氏は次のように語っています。
「科学研究データは爆発的な増加を続
けています。StorNext環境で、準備万端
です。」
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