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ユーザ事例
世界的な法律事務所がデータセンター用にスイッチ 
ソリューシ ョ ンとス ト レージ アップグレードを展開

McDermott Will & Emery が Cisco Nexus 5000 と  MDS デ ィ レク タで I/O および

SAN ファブリ ッ クを統合

ビジネス上の課題

1934 年に設立された McDermott Will & Emery

（MWE） は国際的な一流法律事務所であり、 多

様なビジネス案件を扱っています。商業、工業、

金融のさまざまな上場、未上場企業の代理人を

務めています。同事務所に所属する弁護士は約

1,100 人で、 欧州と米国の各地に 15 のオフ ィ

スを構えています。 また、 上海の MWE China

Law Offices と戦略的な提携関係を結んでいま

す。

イ リ ノ イ州リスルにある MWE のデータセン

ターでは、 Microsoft Exchange、 CMS （金融ソ

フ トウェア パッケージ）、 Interwoven （ドキュ

メン ト管理） など、複数のアプリケーシ ョ ンを

実行しています。 システム環境は、 HP のラッ

クマウン ト  サーバを活用した HP 中心の構成

であ り、 HP のブレー ド  サーバに移行し て

Virtual Desktop Infrastructure （VDI） を利用す

る計画があります。

「まった く新しいデータセンターを構築する計画を立てており、 将来 VDI を実装するために

ユニファイ ド  ファブリ ック  テク ノロジーと  10 GbE ネッ トワーク  アーキテクチャに移行す

ることを決定しました」 と、 Carroll 氏は言います。 「テク ノロジー上の理由からこの方向へ

舵を切ったのは、 法律事務所としては前例がなかったはずです。 現在では、 ケーブル管理の

問題やフッ トプリン トの縮小による資本コストの削減を理由に、 多くの会社がこの方向に進

んでいると思います。」

新データセンターの計画フ ェーズに移行すると、 Carroll 氏とそのチーム （Harold Anthony

氏、 Mark Combs 氏、 Chris Dorsey 氏、 Charles Hill 氏、 Ed Hodge 氏、 Steve Mac 氏、 およ

び Alex Perez 氏） は、 MWE が保有する大量のハードウェアを管理しつつ、 すべての通信を

データセンターの外に出すという難題の解決策に取り組むことになりました。

「構成に目を向け、 大量のハードウェアの管理を始めてからは、 サーバや種類の異なるすべ

てのネッ トワークに対して、 ホスト  バス アダプタ （HBA） やネッ トワーク  インターフェイ

ス カード （NIC） の購入数をいかに抑えて、 ハードウェアを統合し、 コス ト を削減するかを

概 要
McDermott Will & Emery

• 法律

• 北米

• 全世界で 2,000 名超

課題

• 全オフ ィスに Virtual Desktop Infrastructure を実
装するためのスケーラブルなデータセンター設
計を実行に移す

• サーバとス ト レージを統合し、 中央集中化する

ソリューシ ョ ン

• 10G イーサネッ ト  スイッチ ソリューシ ョ ンへ
のアップグレードを行い、仮想化を通じてデータ
センター内で ユニフ ァイ ド  I/O を実現し、 ハー
ドウェアを統合する

• スト レージ エリア ネッ トワーク （SAN） フ ァブ
リ ッ クをアップグレード して、ス ト レージを中央
集中化し、 統合する

成果

• 仮想化によって、 サーバ数を 60% 削減

• 100% の SAN 接続と、 フ ッ ト プリン トが大幅に
縮小された中央集中型のデータセンター
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考えるようになりました」 と、 Carroll 氏は言います。 「結論と して、 データセンターを新し

い方向へと進める際に我々が求めていたものは、 フ ッ トプリン トの縮小と、 パフォーマンス

の向上、 それにブレード  サーバと  Nexus 5000 による仮想化と統合でした。」

ソ リューシ ョ ン

Carroll 氏とチームは利用可能なソリューシ ョ ンを検討し始めました。そして、 10 Gbps アー

キテクチャを通じてブレード  サーバをデータセンターに組み込めるような VDI プロセスを

開始することを決定しました。短期間で主要ベンダー数社を評価した後、 Carroll 氏とチーム

は Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチと  Cisco MDS 9513 マルチレイヤ ディレクタによる

設計を選択しました。

「他のソリューシ ョ ンも検討しましたが、シスコの Nexus 5000 に匹敵するものを提供できる

ベンダーはありませんでした。 と りわけ、 FCoE （Fibre Channel over Ethernet） およびユニ

ファイ ド  I/O の展開と、 ネイテ ィブ ファイバ チャネル経由で Cisco MDS 9513 マルチレイ

ヤ ディレクタに接続できるオプシ ョ ン、この 2 つによってもたらされるコスト削減が優れて

いました」 と、 Carroll 氏は言います。 「HBA、 NIC、 およびスイッチ ポートの数を削減でき、

電力所要量が少な く て済むので、コストの削減になります。投資回収について調べたところ、

Nexus によってもたらされる効果に疑念の余地はな く、上司からも全面的な同意が得られま

した。」

Carrol 氏によると、 サーバを統合してデータセンター内のハードウェアを削減できたこと、

およびサーバとス ト レージの中央集中化が、 Nexus 5000 の導入から得られた主な成果でし

た。「ス ト レージを含めてあらゆるものを中央集中化して、1 か所のデータセンターから全オ

フ ィスの IT を管理する方向に向かっています」 と、 Carroll 氏は言います。 「新しいデータセ

ンターのサーバには Emulex のカードを装着して、SAN とインテリジェン トに接続できるよ

うにしました。 これによって、 より高速のギガビッ ト接続を実現できました。 仮想化によっ

て 2009 年内にはサーバ数を 65% 以上削減する予定です。 ここでも  Nexus 5000 ソ リュー

シ ョ ンの VM 最適化サービス ソリューシ ョ ンが力を発揮して くれるでし ょ う。」

Carroll 氏によると、 ス ト レージ エリア ネッ トワーク （SAN） フ ァイバ、 Emulex のカード、

Nexus 5000 の組み合わせは、MWE のデータセンターにとって完璧なソリューシ ョ ンだとい

う ことです。「SAN を構築する前は、データは主にローカル サーバに格納されていましたが、

今は Nexus を通じてユニファイ ド  I/O を展開しているので、かつて HP サーバ上にあったス

ト レージは直接 SAN に送られます」 と、Carroll 氏は言います。「イーサネッ ト接続から  SAN

ファイバへのト ラフ ィ ッ ク速度を高める方法を求めていましたが、 Emulex の統合型ネッ ト

ワーク  アダプタ （CNA） と  Nexus 5000 の組み合わせは完璧なソリューシ ョ ンです。 アプリ

ケーシ ョ ンとサーバ スト レージの多くが SAN 上に置かれることになるので、 我々としては

その接続速度の高速性が非常に重要です。」

「他のソリューシ ョ ンも検討しましたが、 シスコの Nexus 5000 に匹敵するもの

を提供できるベンダーはありませんでした。 と りわけ、 FCoE およびユニファイ

ド  I/O の展開と、 ネイテ ィブ ファイバ チャネル経由で Cisco MDS 9513 マルチ

レイヤ ディ レクタに接続できるオプシ ョ ン、 この 2 つによってもたらされるコ

ス ト削減が優れていました。」

- McDermott Will & Emery、 ネッ トワーク  アーキテク ト、 Edward Carroll 氏
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アップグレードによるも う  1 つの成果は、帯域幅を効率的に使用できるようになったことで

す。「Nexus 5000 への移行により、帯域幅の利用効率をさらに高めることができました」 と、

Carroll 氏は言います。「ト ラフ ィ ックは 2 つの HBA によって特定の MDS に向けて送出され

るのではな く、Nexus に送信されてから ト ランク  リンクを経由して指定の MDS へ向かうの

で、 利用効率が高まります。」

成果

スト レージにより多くのアプリケーシ ョ ンを追加できることが、 アップグレードの成果であ

ると  Carroll 氏は述べています。

「Nexus 5000 と  MDS 9513 を使用するソリューシ ョ ンによって、ス ト レージにより多くのア

プリケーシ ョ ンを追加できるようになりました」 と、 Carroll 氏は言います。 「CMS や請求処

理ソ フ ト ウェアといった主要アプ リケーシ ョ ンに加えて、 ドキュ メ ン ト  イ メージング、

Exchange、およびすべての電子メールを扱う予定です。 これにより、以前のデータセンター

よりもずっと小さいフッ トプリン トで真の中央集中化が実現します。」

Carroll 氏によると、SAN 接続が 100% 実用化されたことが、Nexus 5000 ユニファイ ド  ファ

ブリ ック  ソリューシ ョ ンの成果です。

「アップグレード以前に SAN に接続されていたサーバは約 10% でした。当時の SAN で実行

していたのは主に電子メールと ドキュ メン ト管理だったからです」 と、 Carroll 氏は言いま

す。 「しかしアップグレード後は、データセンターの中央集中化によって 100% の SAN 接続

を実現できました。 つまり、 すべてのスト レージを SAN に配置して、 すべてのサーバをス

ト レージ接続型にすることができました。」

投資回収に関して、 Carroll 氏とチームが認める最大の成果は、比較的少ないコスト とハード

ウェアの統合によって高いパフォーマンスが得られたことです。Carroll 氏の見積もりによる

と、 40 台のサーバで構成される標準的な冗長設計にかかるコストは、 総額で 10 万ドルを超

えます。 しかし、 Nexus 5000 のサーバ冗長設計にかかるコストは、 その半額の約 5 万ドル

で済みます。 さらに、Nexus 5020 の 10 Gbps イーサネッ トは高密度で、SFP+ 銅 Twinax を

使用して列の中央に Nexus 5000 を配置できるので、 コスト効果の高いサーバ接続を実現で

きます。

「合理化とフ ッ ト プリン トの縮小を実現できたことに満足しています。 また、 サーバを仮想

化して、 処理能力がより向上したことにも満足しています」 と、 Carroll 氏は言います。 「す

べてを総合すると、 その効果は計り知れません。 従来のやり方よりも低いコストで従来と同

じかそれ以上のパフォーマンスを得られるので、 我々のシステムは統合されつつあると言え

ます。」

Carroll 氏によると、Nexus 5000 と  MDS 9513 は MWE の環境保護への取り組みにも役立っ

ています。

「サーバ数の削減とサーバの仮想化は、 電力消費の面で大きな利点となっていますが、 アダ

プタやスイッチの数が減ったことによっても利点がもたらされています」 と、 Carroll 氏は言

います。 「NIC が少な く て済むので、 サーバの消費電力が少な く なります。 これは実に助か

ります。 仮想化できることと、 業務をサポートするために使用するサーバ、 NIC、 ファイバ、

MDS 上のブレードが少な く て済むことは、 どれも消費電力の削減につながります。」
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次のステップ

Carroll 氏によると、 MWE が次に行うのは米国の新しいデータセンターと同じものを欧州に

も作ることです。

「最新技術を用いた米国のデータセンターには実に感銘を受けたので、 欧州で次に構築する

データセンターも同じ構造にしよう と考えています。 これは、 2009 年第 2 四半期に展開す

る予定です」 と、 Carroll 氏は言います。 「欧州のデータセンターは、 米国のデータセンター

よりもやや小規模になりますが、サーバの相互通信用としてバックエンドには同じ最新の 10

ギガビッ ト  インフラスト ラクチャを導入して、バックアップと復元を迅速に実行できるよう

にします。」

関連情報

シスコのアプ リケーシ ョ ン、 ス ト レージ、 ス

イッチング ソ リューシ ョ ンの詳細については、

http://www.cisco.com/jp を参照して く ださい。
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