第 3 世代 AMD EPYC™を搭載した
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第 2 世代 AMD EPYC を搭載した

PowerEdge を導入することで、
安定性の高いサービスを

提供できるようになりました。

第 3 世代 AMD EPYC を搭載した

PowerEdge では、

より高い性能が出て、

安定性が向上すると期待しています

ビジネス課題

エックスサーバー株式会社
取締役副社長 /CTO
辰巳 準之介 氏

性能が高く、安定したサービス提供のために常に最新のサーバーをウォッ
チしているエックスサーバー株式会社は、第 3 世代 AMD EPYC に注目し、
同 CPU を搭載した PowerEdge を採用してサービス品質の向上を実現
した。

導入効果
• 第 2 世代 EPYC から第 3 世代 EPYC に切り替えることで、さらなる安
定性と可用性に期待

• 検証時の第 2 世代と第 3 世代の比較で、パフォーマンスが 3 倍近く向上
することがわかり採用

• 引き続き NVMe を利用することで、I/O 周りがボトルネックになること

ソリューション
• 第 3 世代 AMD EPYC 搭載
Dell EMC PowerEdge
• Dell EMC ProSupport

なく、障害が低減
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世代 AMD EPYC 搭載の PowerEdge をサービスの基盤とする
ことで、秒間リクエスト数 4,728.91 を実現し
（2020 年 2 月調査）
、
他社の 4 倍以上の国内最速のサーバー環境を提供していることを

約

3

倍

sysbench を使った実機でのベンチ
マークでは、第 2 世代 AMD EPYC と
比較した場合、第 3 世代 AMD EPYC
のパフォーマンスは 3 倍近くも向上

証明している。エックスサーバー株式会社 取締役 / インフラ資源管
理グループの石丸洋平氏は、
「今のところ、第 2 世代 AMD EPYC
や NVMe を搭載したデル・テクノロジーズの PowerEdge などに
よって、ハードウェアの性能は競合他社の追随を許していないと自
負しています」
と話す。
また、エックスサーバー株式会社 インフラ保守運用事業部 サー
バー開発課課長の津田雅之氏は、第 2 世代 AMD EPYC について、
「AMD の CPU は、コア数が多く、マルチコア性能が高いものの、
シングルコア性能や消費電力に関しては後れを取っているという印
象を持っていたのですが、第 2 世代 AMD EPYC は安定性やシン
グルコア性能も高く、以前からの AMD の CPU に持っていた印象
を覆すものでした」
と 2019 年の導入当時を振り返る。

国内最速サーバー環境を支える
AMD EPYC と PowerEdge
国内シェア No.1※1 を誇り、次世代のホスティングをリードする国
内最速サーバーを提供しているエックスサーバー株式会社は、常に
最新で高性能なハードウェアを導入することで、高品質なレンタル

デル・テクノロジーズは、

サーバーサービスを提供することを心がけている。
「新型コロナウイ

最新のサーバー製品の情報などを

ルスの感染拡大で経済的な影響を受けている業種が多い中、オフ
ラインからオンラインへの移行が進み、法人から個人まで、レンタル

提供していただき、検証機も

サーバー事業のニーズは伸び続けています。当社のサービスは月額

事前に貸し出してくれました。

990 円からと比較的安価ですが、お客様アンケートを取ると、高速

さまざまな質問に

性はもちろん、可用性や安定性が高い点が大きく評価されています。
サービスの稼働率は 99.99% 以上を保証し、RAID10 のオール

NVMe によって高速性と障害耐性を兼備しています。レンタルサー
バー事業ではハードウェアの性能がサービスに直結する一方で、

真摯に応えてくれて、

役に立つ情報なども教えてくれるのも

高性能なサーバーを導入したからと言ってサービス料金を上げるわ
けにはいきません。したがって、決まった予算の中でより高性能で安
定性の高いものを選択する必要があります」
とエックスサーバー株
式会社 取締役副社長 /CTO の辰巳準之介氏は説明する。

助かっています

エックスサーバー株式会社
取締役 / インフラ資源管理グループ
石丸 洋平 氏

エックスサーバーのサービスの高速性や安定性を支えているのは、

2019 年に他社に先駆けて導入した第 2 世代 AMD EPYC プロ
セッサ
（開発コード名：Rome）
を搭載した PowerEdge だ。第 2

※1

2021 年 10 月時点、hostadvice. 調べ（https://ja.hostadvice.com/marketshare/jp/）

2

第 3 世代 AMD EPYC にも
いち早く検証して
PowerEdge の導入を決断
AMD は、第 2 世代と比べて最大 25% 性能が高く、最大 15% コス
トパフォーマンスが高い第 3 世代 AMD EPYC（開発コード名：

Milan）をリリースしており、デル・テクノロジーズも 2021 年 3 月
に同 CPU を投資した PowerEdge をラインナップに加えている。
「我々のサーバーエンジニアは、常に最新のハードウェアのスペック
やカタログを調査して導入を検討しています」
と話す石丸氏は、第 3
世代 AMD EPYC を搭載したサーバーの導入を早い段階から検
討し始めていると説明している。
さまざまな CPU やサーバーを検証して比較していったという津
田氏も、
「お客様に質の高いサービスを提供することが我々の最も
重要な使命で、その基盤となるサーバーは高いパフォーマンスの
ものを採用するというのが我々のスタンスです。常に良い製品がな
いかをウォッチして、性能評価しています」
と話し、最終的に第 3 世
代 AMD EPYC を搭載した PowerEdge を採用した理由を次の
ように話す。
「第 2 世代 AMD EPYC を搭載した PowerEdge を
これまで使ってきて、安定稼働しているという実績もありましたし、

どんどん新しい技術が出てくる中で、

競合他社との優位性を保つためには、
最新のサーバーを導入していく

必要があり、デル・テクノロジーズの

新製品は常にウォッチしています。
今後も新しい技術を

導入していくことで、

より良いサービスになるように
していきたいです

エックスサーバー株式会社
インフラ保守運用事業部
サーバー開発課課長
津田 雅之 氏

CPU 単体の性能も向上して引き続き NVMe も利用でき、安定し
たサービス提供ができるという点で第 3 世代 AMD EPYC を搭載
した PowerEdge に期待していました。第 3 世代 AMD EPYC を
搭載した PowerEdge の実機を借りて検証したところ、1 コアあた
りのパフォーマンスが高く、sysbench を使った実機でのベンチマー
クでは、第 2 世代 AMD EPYC と比較した場合、第 3 世代 AMD

EPYC のパフォーマンスは 3 倍近くも向上しており、コストパフォー
マンスの面でも期待できるという検証結果でした」
。

また石丸氏も、
「第 3 世代 AMD EPYC は、第 2 世代と比べて大
幅な性能向上はないのではないかと予測していました」
と話すが、
最終的に検証結果を聞くと、
「非常に優秀な CPU で、これは導入
しない手はないと考えました。特に、消費電力あたりの性能はデー
タセンターを利用する中で非常に重要となるので、第 3 世代 AMD

EPYC を採用する大きな指針となりました」と説明している。

第 3 世代 AMD EPYC による
さらなる高速化と安定稼働を期待
エックスサーバーでは、2021 年 10 月から第 3 世代 AMD EPYC
を搭載した PowerEdge をベースとしたサービスを展開し、さら
なる高性能と安定性をエンドユーザーに提供している。
「第 2 世代

AMD EPYC を搭載した PowerEdge を導入して、しっかりと
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チューニングを行って以降は、性能の上限に達したり、性能不足に

技術が出てくる中で、競合他社との優位性を保つためには、最新の

よる障害が発生することがほとんどなくなり、安定性の高いサービ

サーバーを導入していく必要があり、デル・テクノロジーズの新製品

スを提供できるようになっています。第 3 世代 AMD EPYC を搭載

は常にウォッチしています。今後も新しい技術を導入していくことで、

した PowerEdge では、より高い性能が出て、安定性が向上すると

より良いサービスになるようにしていきたいです」
と話す。

期待しています」
と辰巳氏は話す。

また石 丸 氏は、次 世 代の AMD EPYC プロセッサについて次

石 丸 氏は、導 入 時のデル・テクノロジーズのサポートについて、

のように 話してくれ た。
「 第 2 世 代 AMD EPYC を 搭 載した

「世界的な半導体不足となっている中で、デル・テクノロジーズが

PowerEdge を導入したときには、すでに第 3 世代 AMD EPYC

努力して必要なサーバー台数を揃えて調達してくれたのには感謝し

の導入を見越して情報を集めていました。今後は、第 4 世代 AMD

ています」
と振り返り、
「デル・テクノロジーズは、最新のサーバー製

EPYC の情報を集めて、第 3 世代 AMD EPYC と比較し、お客様

品の情報をいただいて、その製品によってどれくらいのパフォーマン

にどれくらい性能アップを体感していただけるかを見極めなければ

スが出るかなどの情報もいただけ、検証機も事前に貸し出してくれ

なりません」
。

ます。第 2 世代 AMD EPYC のパフォーマンスチューニングを行う
際にも、さまざまな質問に真摯に応えてくれて、役に立つ情報なども
教えてくれたので助かりました」
と話している。

最後に辰巳氏は、今後のサービス展開について次のように話している。
「我々は、非常に多くの方々にご利用いただける最大公約数的なサー
ビスを、主に個人のお客様を中心に提供してきましたが、2018 年
からは法人向けに Xserver ビジネスを提供し、サービスをさらに

今後も
高性能なハードウェアをベースに
サービスを展開していく

強化してきました。今後は、さまざまなニーズに対応したサービスを
展開していく必要もあると思います。そのため、ハードウェア性能は
妥協せず、常に最新のテクノロジーを採用した新製品の導入検討を
続けていきたいと考えています。また、今後もデル・テクノロジーズ
との取り組みは重要だと考えており、情報の提供やサポートに期待

より良いサービスを提供するためには、今後も高性能なハードウェ

しています」
。

アを求めていく必要があると説明する津田氏は、
「どんどん新しい
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デル・テクノロジーズ ソリューションの詳細はこちらから

専門スタッフへのお問い合わせ
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