
お客様事例

モダナイゼーションにより、  
最新のデジタルビジネスを推進

ラグジュアリー ファッションのオンラ
イン小売業者として世界トップレベルを
目指すためには、極めて質の高い商品と
サービスの両方を提供する必要があり
ます。YOOX NET-A-PORTER GROUP 
(YNAP) 社は、15年以上にわたってこう
した取り組みを実践してきました。毎月
およそ3,000万人の顧客が同社のさまざ
まなオンラインストアの1つにアクセスし
ていることも、驚くにはあたりません。

これはYNAP社の顧客は、世界最高クラ
スのオンライン エクスペリエンスと商品
の効率的なフルフィルメントをいつでも
利用できることを知っているためです。
そして、同社のWebサイト、e-コマース
システム、および倉庫物流のすべてが、
ヒューレット・パッカード エンタープライ
ズ (HPE) のITインフラストラクチャで運
用されているという背景があります。

イタリアのミラノに本社を置くYNAP
社では、長年にわたってHPE製品が活
用されており、本番環境のデータセン
ターと開発拠点において、数百台もの
インテル® Xeon®プロセッサー搭載HPE 

HPE 3PARストレージとHPE 
GreenLakeフレックスキャパ
シティ導入でオンラインストア
の強化に成功したYNAP社
迅速な応答性と一貫した高パフォーマン

スを備えたオンラインショッピングエクス

ペリエンスの実現

目標

ストレージ性能の向上とストレージ
容量の増加により、予測できないe-
コマーストランザクションの急増に
対処

アプローチ

日立データシステムズのレガシースト
レージから、HPE 3PAR StoreServ 
8440オールフラッシュストレージ
およびHPE GreenLakeフレックス
キャパシティに移行することにより、
インフラストラクチャのモダナイゼー
ションを実現

ITに関する成果
• 30,000IOPSから200,000IOPSま
でパフォーマンスを向上

• 2:1のデータ重複排除を実現し、容
量使用率を向上

• 開発環境の展開時間を1時間から
数分に短縮

• 567%のスループット向上により、
増大するオンライン顧客のニーズ
に容易に対応可能

ビジネスに関する成果

• ストレージ容量を即座に拡張また
は縮小できるアジリティを確保

• 製品開発の生産性が2倍に向上

• ストレージコストが予測可能となっ
たことによる、予算管理の簡素化

• お客様に世界最高クラスのオンラ
インショッピング エクスペリエンス
を提供し、商品の効率的なフルフィ
ルメントを実現
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「HPE 3PARストレージとHPE OneViewなら、新しい環境を数分以
内に展開することができますが、HDSでは最大1時間もかかっていま
した。実際に、当社の開発者の生産性は2倍に向上しました。」

 ̶ YNAP社、グローバルネットワークおよびデータセンターマネージャー、Yamandu Correa氏

ProLiant BLおよびDLサーバーが稼働
しています。その一方で、同社はさまざ
まな問題が発生するまで、日立データシ
ステムズ (HDS) 製のストレージを使用
していました。通常4秒に1件のオーダー
ペース、さらにピーク時には1.4秒に1件
まで急増する中、HDSのシステムではそ
のボリュームにまったく対応できないば
かりか、HDSからのサポートも十分では
ありませんでした。

ストレージインフラストラクチャのモダ
ナイゼーションにあたり、YNAP社は、
HDSに代わるベンダーとしてEMCと
HPEを評価し、最終的にHDSをHPE 
3PAR StoreServ 8440ストレージに置
き換えることを決定しました。

同社のグローバルネットワークおよび
データセンターマネージャのYamandu 
Correa氏は、次のように説明します。
「HPE 3PARストレージは、当社の予
測不可能なワークロードにも対応でき
る、優れた包括的パフォーマンスとツー
ルを備えていました。また、当社が長年
利用しているHPEサービスの対応に非常
に満足していたこともあり、確信を持っ
て、HPE 3PARストレージとインテル® 
Xeon®プロセッサー搭載HPE ProLiant
サーバーを標準とすることにしました。」

HPE 3PARがパフォーマン
スと効率を飛躍的に向上

YNAP社はHPE Pointnextと連携して、
HDSからHPE 3PARストレージにデー
タを移行しました。このことが、ストレー
ジのモダナイゼーション プロジェクトを
成功に導くうえで鍵となりました。HPE 
Pointnextのデータエキスパートが、
オンサイトで移行プロセス全体を監視す
ることにより、スムーズな移行を実現で
きたためです。合計で200TBのデータを
3週間以内に移行したことで、HDSの契
約更新期限に間に合わせることができ
ました。

YNAP社は当初、本番環境には多層型
のHPE 3PARストレージ、開発環境には
オールフラッシュのHPE 3PARストレー
ジを導入しました。オールフラッシュシ
ステムの成功を踏まえ、同社は現在、社
内サービス、顧客向けe-コマースシステ
ム、バックエンドの倉庫物流、テストおよ
び開発環境をサポートするため、すべて
のストレージをオールフラッシュのHPE 
3PARへと移行しています。また、本番環
境システムには、信頼性が高く、低コス
トのバックアップレポジトリとして、ハイ
ブリッドフラッシュが組み込まれたHPE 
MSA 2042 SANストレージを活用して
います。
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本番環境システムが、Windowsベースの
仮想化アプリケーションとMicrosoft® 
SQL Server®データベースであるのに対
し、テストおよび開発環境は、CentOS 
Linux®とOracleデータベースで運用され
ています。HPE 3PARへの移行により、
本番環境と開発環境の両方でパフォー
マンスとアジリティが向上しました。

「当社は旧式のストレージ環境で、辛う
じて30,000IOPSを達成していました」
とCorrea氏は述べます。「オールフラッ
シュのHPE 3PARでは、何の問題もな
く、最大で200,000IOPSを実現するこ
とができます。このため、オンラインの
お客様のニーズに容易に対応できるよう
になりました。」

また、HPE 3PARでの2:1の重複排除率
によって容量の有効利用が可能になり、
複数の開発環境をサポートできます。
効率的な3PARとHPE OneViewを組み
合わせて、3PARストレージとインテル
® Xeon®プロセッサー搭載ProLiantサー
バーにおけるインフラストラクチャの自
動化と監視を実現することで、YNAP社
では、短時間で新しい環境を展開でき
るようになりました。

Correa氏は、「HPE 3PARストレージと
HPE OneViewなら、新しい環境を数分
以内に展開することができますが、HDS
では最大1時間もかかっていました」と
述べます。「DevOpsで製品のリリース目
標を達成するためには、テンプレートや
自動スクリプトを提供するOneViewのよ
うなツールが必要です。実際に、当社の
開発者の生産性は2倍に向上しました。
これは、テスト用の環境を迅速に確保で
きれば、それだけ迅速にソリューション
を本番環境に移行できるようになるため
です。」

IT目標達成の鍵となる人的
要素

HPE 3PARストレージは、パフォー
マンスと効率を向上させるだけでなく、
YNAP社に有益なパフォーマンス監視
ツールを提供しています。同社はこれを
活用して、ワークロードや受注量に応じ
てストレージがどのように動作している
のかを継続的に分析できます。この情報
は長期計画に利用されるほか、同社の
ネットワーク運用センターと連携される
ので、ビジネスニーズの変化にリアルタイ
ムで対応することが可能になります。

監視機能により、ワークロードがスト
レージの限界を超える恐れがあること
が判明すれば、YNAP社は即座にHPE 
GreenLakeフレックスキャパシティを利用
して、ニーズの急増に対処できます。

「HPE GreenLakeフレックスキャパシ
ティは、クラウドの機能をオンプレミス
で確保するようなものです」とCorrea氏
は指摘します。「当社は一部のサービス
をクラウドで運用していますが、データ
センターにも同様の柔軟性を求めてい
ます。HPE GreenLakeフレックスキャパ
シティは、当社のハイブリッド戦略で重
要な役割を果たしているのです。」

Correa氏は、「当社のような成長中の企
業では、HPE GreenLakeフレックスキャ
パシティによってコスト予測ができるこ
とで、予算管理もしやすくなります」とも
述べています。
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お客様のソリューション
概要

アプリケーション

• e-コマースおよび倉庫物流

ハードウェア

• HPE ProLiant BL460サーバーブ
レード

• HPE ProLiant BL660サーバーブ
レード

• HPE ProLiant DL580サーバー

• HPE 3PAR StoreServ 8440スト
レージ

• HPE MSA 2042 SANストレージ

ソフトウェア

• Microsoft® Windows Server®

• Microsoft® SQL Server

• Oracleデータベース

• VMware® vSphere

• CentOS Linux®

• Commvault

HPE Pointnextサービス
• HPEストレージ トランスフォーメー
ションおよびデータ移行ソリュー
ション

• HPEデータセンターケア

• HPE GreenLakeフレックスキャパ
シティ
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また、YNAP社では、HPE Pointnextの
データセンターケアを活用して、3PAR
ストレージとインテル® Xeon®プロセッ
サー搭載ProLiantサーバーをベースに
構築されたインフラストラクチャに関す
るプロアクティブなサポートを受けてい
ます。このサポートでは、システムの基本
的なメンテナンスや修理だけでなく、ソ
リューション設計者が実際に現場に出
向き、YNAP社の進行中プロジェクトに
関するアイデアを検討した上で、ベスト
プラクティスを指南するとともに、インフ
ラストラクチャがビジネスをサポートす
るうえで最適な構成となっていることを
確認します。

Correa氏は、同社がHPE製のインフラス
トラクチャソリューションを長年使用し
ている要因の1つが「人的要素」にある
と結論付けています。「HPEは、当社が
信頼できるテクノロジーソリューション
を継続的に提供しており、そのサービ
スとサポートは、他のベンダーでは実現
できないレベルに達しています。世界最
高のハードウェアを確保できたとして
も、それを支える適切な人材を確保しな
ければ、目標を達成することはできま
せん。」

詳細情報
hpe.com/storage
hpe.com/greenlake

http://hpe.com/contact/getconnectedjp
https://www.hpe.com/jp/ja/storage.html
https://www.hpe.com/jp/ja/services/it-consumption.html



