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はじめに

飛躍的に増加する非構造化データの管理は新しい問題ではありませんが、他の業界よりも長い間その問題に対処してい
る業界があります。メディア&エンターテインメント、石油・ガス探査、HPCを活用した科学分野のアプリケーションは、従
来のストレージの方法論が限界に達した最初のものでした。Quantum StorNext®ソフトウェアは、元来、これらと同様の
ユースケースに対応するように設計されました。現在は、安価なセンサー、ユビキタス・カメラ、新しいデータ・ソース（DNA
シーケンサーなど）により、ほぼすべての業界がこの問題に苦慮しています。StorNextソフトウェアは、拡大するニーズに
対応して進化を続けています。ビデオ向けの最も効率的な高性能ファイル・システム1であるとともに、あらゆる種類の非構
造化データの保存とアクセスに最適なシステムとなっています。

本書では、仮想化およびコンテナ化技術とソフトウェア・デファインド・ストレージ、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）の
概念を活用した、StorNextソフトウェアの最新の機能について説明します。現在、非構造化データはオンプレミス、クラウ
ド、さらには複数のクラウド間で移動するため、StorNextもそれらの場所に存在する可能性があります。

場所を問わずStorNextのパワーを発揮する最新のアーキテクチャ

StorNextは、科学研究、産業、政府、エンターテインメントなど、最も要求の厳しいデータ環境のいくつかを実現すること
で、数十年にわたってその評判を築いてきました。従来、StorNextのフル・パワーを利用するには、SAN、複数のサーバー
とストレージ・アレイ、複数のネットワーク、関連する複数のユーザー・インターフェイスなど、ある程度の複雑さに対処する
必要がありました。複雑さを解消し、StorNextソフトウェアを使用できる場所を拡大するには、アーキテクチャのモダナイ
ズと簡素化が必要でした。

新しいアーキテクチャは、いくつかの進歩と契機を相乗的に組み合わせて活用しています。その結果、以前には不可能で
あったStorNextの先進的で柔軟性の高い、新しいアーキテクチャとユーザー・エクスペリエンスが実現しました。

StorNextとブロック・サービスの仮想化
StorNext 7はハードウェアから完全に切り離され、VMで実行できるようになりました。これによりStorNextがポータブル
になり、オンプレミスとクラウドのどちらでも、さまざまなハードウェア・プラットフォームおよび仮想環境で実行できるよう
になります。StorNext 7の新しいライセンス・モデルと組み合わせることで、「as-a-service」型の展開が可能になります。

弊社では、F-SeriesおよびH-Seriesをはじめとする独自設計のブロック・ストレージ・システムを製造しています。これらの
システムは、StorNextで使用するために最適化されているQuantumブロック・ストレージ・ソフトウェア・スタックを実行し
ます。ブロック・ストレージとStorNextソフトウェアの両方を制御下に置いているため、新しいH4000システムと同様に、両
方を単一のハードウェア・プラットフォームに統合することが可能です。

図1 - 新しいアーキテクチャ

1  SPEC SFS 2014の結果と最も近い競合2社の結果の比較によると、StorNextは1/4～1/3のハードウェア投資で同等以上のパフォーマンスを実現。 
http://spec.org/sfs2014/results/sfs2014vda.html 

http://spec.org/sfs2014/results/sfs2014vda.html


StorNext 7アーキテクチャ:仮想化、コンテナ化、クラウド対応4

UIの統一
ソフトウェア・スタック全体を制御下に置いているため、ファイル・システム、クライアント、データ・サービスなど、ブロック・ス
トレージとStorNextのすべての機能を単一の場所から管理できる統一UIの作成も可能になりました。新しいUIは完全に
Webサービスベースであり、論理的で直感的かつ視覚的に情報を提示します。これは、頻繁なアップデートと機能拡張を
提供するために、継続的開発/継続的インテグレーション（CI/CD）モデルを使用して開発されています。

図2 - StorNextの統一UI

UXのモダナイズ
新しい統一UIを作成する必要性がStorNextのユーザー・エクスペリエンス全体をモダナイズし、インストールの迅速化と
使いやすさの向上を図る契機となりました。新しいH4000システムは、改良された新しいStorNextユーザー・エクスペリエ
ンスを具体化した初の製品です。

アプリケーションの結合
ハイパーバイザーでStorNextを実行することにより、StorNextおよびブロック・ストレージと同じハードウェアで他のアプ
リケーションを実行でき、結合できます。

図3 - アプリケーションの結合
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仕組み
新しいアーキテクチャは、いくつかのソフトウェア・コンポーネントで構成されています。そのうちのいくつかは新しいもの
ですが、多くはStorNextの経験がある方にはおなじみのものです。このセクションでは、新しいアイテムに焦点を当て、コ
ンポーネント、それらの機能、それらがどのように相互作用するかを説明します。StorNextファイル・システムおよびデー
タ・サービスの詳しい背景については、Quantum.comのホワイトペーパー『StorNextファイル・システム：アーキテクチャ、
機能、特色』をダウンロードしてください。

図4 - 新しいアーキテクチャのブロック図

仮想マシン（VM）

StorNextには、ハードウェアに依存しない、物理的な設置面積が削減される、アプリケーションのコンバージェンス、拡張の
容易さ、回復力の向上など、仮想化のメリットがいくつかあります。

コンバージド展開の場合は、ハイパーバイザー上で2つのVMが実行されます。1つはQuantumブロック・ストレージ・ソフト
ウェア・スタックを実行するブロック・ストレージVMです。このVMは、物理ストレージ・デバイスを「所有」し、StorNextで使
用するために適切に構成されたLUNを示します。2つ目のVMは、StorNextクラスタ内での役割に応じて複数の機能を持
つStorNext VMです。

2つのVMは連携してユニットとして容易に管理できるように設計されていますが、StorNextはストレージに依存しませ
ん。Quantumブロック・ストレージVMの使用は必須ではなく、一部の実装では省略される場合があります。たとえば、クラ
ウドベースの実装では、クラウド・ベンダーが提供するブロック・ストレージ・サービスを利用し、将来的には、お客様が用意し
たサーバー上でStorNext VMを実行できるようになります。StorNext VMとクアンタムおよびサードパーティのストレー
ジの両方を組み合わせた実装もサポートされます。

https://cdn.allbound.com/iq-ab/2020/04/WP00253A-v02.pdf
https://cdn.allbound.com/iq-ab/2020/04/WP00253A-v02.pdf
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図5 - StorNext VM展開オプション

上の図にはStorNext VMが1つしか示されていませんが、ほとんどの場合は、冗長性とフェイルオーバーを実現するため
に、2つ以上のクラスタに展開されるという点に注意が必要です。大規模なクラスタでは、NASやFlexSync（レプリケー
ション）などのデータ・サービスをスケールアウトするために、追加のStorNext VMが展開される場合があります。VMが実
行されているプラットフォームによっては、複数のStorNext VMが同じ物理マシンまたは複数のマシンで実行される場合
があります。たとえば、Quantum H4000シリーズ・アプライアンスは、デュアルコントローラー・システムであり、StorNext 
VMは各コントローラーで実行されます。

十分なシステム・リソースが使用できる場合は、顧客アプリケーションをホストする追加のVMがハイパーバイザー上で実
行され、インフラストラクチャがさらに集約化されることがあります（4ページの図3を参照）。

コンテナ

コンテナといういとアプリケーション開発者だけが気にする内部詳細のように思われるかもしれませんが、コンテナを使っ
たマイクロサービス・アーキテクチャ方式は、StorNextユーザーにも大きなメリットがあります。

コンテナ化では、ソフトウェアが小規模な独立したモジュールに分割され、大規模なモノリシック・アプリケーションよりもメ
ンテナンスとテストがはるかに容易になります。つまり、新機能、更新、修正のコーディング、テスト、リリースをより少ない労
力とリスクで頻繁に行うことができます。それに伴う開発ペースの迅速化と製品品質の向上により、ユーザー・エクスペリ
エンスが大幅に向上し、顧客満足度が向上します。

新しいアーキテクチャをサポートするために変更が加えられていますが、図4でStorNext VMの左側の青枠にリストされ
ているコンポーネントはすべて、StorNextの既存の機能です。一方、水色の「StorNext 7 Dockerコンテナ環境」枠内の
アイテムはすべて新機能なので、詳しく見ていきましょう。

本当の意味でのマイクロサービス方式の場合、コンテナ環境は数十の個別のコンテナで構成され、オーケストレーション
と監視を容易にするためにDockerスタック（コンテナのクラスタ）に編成されます。Dockerニンジャ（Dockerのエキス
パート）でなくても、心配はご無用です。StorNext管理者とユーザーは、Dockerについて何も知る必要はなく、Docker
と直接やり取りする必要もありません。万が一、管理者がこれらのコンポーネントを操作する必要が生じた場合に備え、
Linuxのコマンド・ラインでコンテナ・スタックを制御するためのカスタムCLIツールが用意されています。

Dockerのパワー・ユーザーであれば、これらのコンテナとスタックを直接操作できるのか、またはStorNext Docker環境
で独自のコンテナを実行できるのか、疑問に思うかもしれません。どちらも答えは「現時点ではできない」ですが、今後は変
わる可能性があります。

表1 - ソフトウェアのコンテナ化のメリット

コンテナ化のメリット
移植性 コンテナ化されたコードは、ベア・メタルやVMなど、どこにでも展開できます。
俊敏性 機能、修正、更新をより迅速に作成できます。

分離 ソフトウェア・コンポーネントの更新は、プラットフォームのオペレーティング・システム
に依存しません。

拡張性 大規模な展開では、コンテナを複数のシステムに分散できます。
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APIゲートウェイ・スタック

APIゲートウェイは、このアーキテクチャの中心的な役割を果たします。これは、StorNextファイル・システム、すべての
データ・サービス、およびその他の内部コンポーネントへのAPI接続を統合するハブです。APIゲートウェイではセキュリ
ティも一元化されています。以前のバージョンのStorNextでは個々のAPIが公開されてセキュリティが個別に処理されて
いましたが、新しいアーキテクチャでは、これらのAPIの使用がAPIゲートウェイを介して認証されます。現時点での例外の
1つは、セカンダリ・ストレージの階層化を可能にするデータ・サービスと統合するために外部アプリケーションが使用する
Storage Manager Web Services APIです。今後のリリースでは、このAPIへのアクセスもAPIゲートウェイ経由でルー
ティングされます。また、近い将来、APIゲートウェイはActive Directoryと完全に統合され、アクセス資格情報を一元管理
できるようになる予定です。

USUIクライアント・スタック

管理者がWebブラウザを起動してStorNext 7を操作するときに最初にインターフェイスするコンポーネントは、USUIク
ライアント・スタックです。USUIクライアントは、WebインターフェイスをレンダリングしてAPIゲートウェイへの接続を確
立するために必要なコードを管理者のブラウザに提供し、各種のUI画面または機能を駆動するために、必要に応じて追加
のコードを提供します。

USUIサーバー・スタック

新しいStorNext UIは、関連するブロック・ストレージ・アレイを含む、複数のStorNextシステムの管理に使用できます。
USUIサーバーは、UIによる管理の対象となるすべてのデバイスの検出を担当します。他のコンポーネントによるUSUI
サーバーへのアクセスはAPIゲートウェイ経由で行われます。

Connectと統計DBスタック

StorNext ConnectにStorNextのパフォーマンスの監視と可視化が導入された際に、保存されたデータを保存およびク
エリするための時系列データベースが組み込まれました。Connectはコンテナ化され、統計DBは独自のスタックに引き出
されました。Connectのパフォーマンス・ダッシュボードが新しいUIに組み込まれると、統計DBはAPIゲートウェイを介して
アクセスされるもう1つのエンドポイントになります。その時点で、Connectのすべての機能が新しいUIに移行され、段階
的に廃止される可能性があります。



結論

StorNext 7の新しいアーキテクチャには、ユーザー・エクスペリエンスの大幅な向上から、ストレージ、ファイル・システム、
アプリケーションの統合によるハードウェア設置面積の削減、ハードウェア・プラットフォームとクラウド間の移植性まで、多
くのメリットがあります。StorNext 7は、非構造化データの保存場所、移動先、または量を問わず、データの保存、管理、保
護、データからの価値の創出を支援します。

詳細情報

Quantum H4000 Seriesストレージ・アプライアンス 

Quantum H2000 Seriesブロック・ストレージ・アレイ 

Quantum F-Series NVMeストレージ・サーバー

StorNext高性能ファイル・システム&データ管理 
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