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説明

メインサーバーであるpatchouliは稼働から5年以上は経過しています。
最近は、HDDの書き込み速度が低下している？のか動作が少し怪しく
サーバーの動作が詰まったりする事が起きている為、すっかりアップデートできなくなっているOSバージョンアップによる刷新も
考えて
新しいマシンの構成を考えます。

希望、検討スペック

1. CPUは主流のクラスを使う
Core i7 4790とか？？

2. HDDかSSDを3台使用する
3台必要である為、グレードを上げるとコストに大きく響く
今のユーザー領域ならSSDで収められそう
将来、容量が増加していく見通しならHDDにするべきだけど

3. メモリは大きく載せたい
メモリのサイズは、DBサーバーを同居させるか否かに掛かっている
DBサーバー単独で1台組めるほど贅沢は出来ないので、同居する方向で考えておくべき

4. WEBサーバー機能は分離するか、否か
frandreをどうするか

1. 別マシンに持って行ってもらう
新マシンのスペックが勿体ない、、、

2. これからもjailを使って同居する
今と同じようにダウンする確率が上昇する

候補

Intel NUCで進める。
省電力化＋省スペース化
省電力化は運用コストが減る
省スペース化は取り回しや場所を移動するのに便利
今のpatchouliの性能はfrandreを含めないのならオーバースペック
もし、IntelNUCでスペックが不足するようなら別途アプリケーション用のサーバーを立ち上げる
確認する限りではIntelNUCは今のpatchouliのスペックと同じかそれ以上になる見込み
気になるのは排熱や耐久性、管理サーバーのreimuを経過観察する。

候補マシン
NUC5i5RYH
3月出荷とあるので

スペックに関して
ストレージがM2 SSDと2.5inch HDD/SSDしか積めない
patchouliのストレージ(通称GreatLibrary)はHDDx3のzfs raid-z構成
内臓ストレージにはOSやシステムを積み込みます。
m2 SSDにはOS類を、2.5inchの方はZFSのlogやcacheもしくはバックアップデータを入れることを検討
USB3.0 x 4ある為、そちらにHDDをぶら下げて対応する。
使用するUSBHDDケースは以下を検討
OWL-ESL25S/U3
http://www.owltech.co.jp/products/esl25s_u3/
3台搭載可能なHDDケースも検討しましたが
5Gbpsの帯域を共有することを考えると、別々のポートに1台ずつの方がよいのかなと考えています。
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メモリは16GBを搭載

ストレージ

できればSSD x 3で進めたい
OSはFreeBSDを継承しつつZFSを引き続き採用

パフォーマンスを高める為ZILを設定したい
ZILには苦い思い出アリ、データが吹っ飛んだ事件
最終的に直近のバックアップから復旧するも、以後ZILを設定する事は無かった。
ZFSのバージョンも進みオンラインでZILを外したり付けたりできるようになったので、今なら問題ないかも

SSDの寿命は5年といわれている
現在のpatchouliになったのは2009年末、ちょうど運用5年くらいになる
http://www.usamimi.info/̃sakura/cgi-bin/puki/?%BC%A1%A4%CEusamimi.info
書き換え量で寿命が延びたり短くなったりするため
この辺りを見積もる必要がありそう
zfsのスナップショットを見る限りでは、1日辺り100MB前後のデータが変わっているみたいだけども
これが書き換え量になるのかは分からない。

関連するチケット:
関連している サポート #187: 管理サーバーの建造を考える 終了 2014/10/27 2014/10/29

履歴
#1 - 2014/10/20 14:42 - Clelia ごりゅ

- 説明 を更新

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

検討項目を列挙

#2 - 2015/02/04 13:20 - Clelia ごりゅ

- 期日 を 2014/10/31 から 2015/03/31 に変更

- 親チケット を #187 にセット

管理サーバー(reimu)を構築した際、思った以上にIntelNUCが良い感じだったので
いっそpatchouliのリプレースもそれにしてしまって、大幅な省スペース＋省電力化を狙うのは有りかもしれないです。
もしスペック的に不安な場合は、別途建造するアプリケーションサーバーのremiliaを強化すればいいわけですし。。。。

放置されっぱなしだったので期日は延長します。。。。

#3 - 2015/02/04 13:21 - Clelia ごりゅ

- 親チケット を削除 (#187)

親じゃなくて関連でした。。。。。

#4 - 2015/02/04 13:21 - Clelia ごりゅ

- 関連している サポート #187: 管理サーバーの建造を考える を追加

#5 - 2015/02/06 16:41 - Clelia ごりゅ

- 説明 を更新

そろそろ本格的にリプレースを検討しましょう。

#6 - 2015/02/25 17:04 - Clelia ごりゅ

- 説明 を更新

ストレージについて追記
候補マシンが発売されていないので、今は構成を考えつつ待ち

#7 - 2015/02/26 15:29 - Clelia ごりゅ

- 説明 を更新
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#8 - 2015/02/27 13:20 - Clelia ごりゅ

現在発売されているi3モデルと予定しているi5モデル、違いは以下

Core i3-5010Uと比較すると、上位GPUを搭載し、Turbo Boostをサポートする点などが異なる。

http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/20150218_688786.html

そう考えると鯖としてはGPUはそもそも使用しないし、Turbo Boostはシングルスレッドしか使えないアプリに対して有用とある為
マルチスレッドが主になる鯖にはあまり関係が無いようにも思います。
クロックを下げて、消費電力を落とす機能などはi3モデルの方にも入っているみたいなので
patchouliについては、i3モデルでも良いかもしれません。

購入するなら先日発売された2.5HDDを搭載できるモデルに。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/20150226_690337.html

#9 - 2015/03/05 12:30 - Clelia ごりゅ

目的のNUCの発売が確認されました

http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/20150303_691020.html

前回i3も視野に入れていましたが
そもそもTurbo Boostの対象になるのは1コアとは限らないとの事なので
CPUの仕事量が増えて苦しくなれば、TDPの範囲内でブーストしてくれると考えて
やはりi5版で行こうかと思います。

#10 - 2015/04/22 10:36 - Clelia ごりゅ

出来るだけ、性能を妥協しない形で試算

NUC Kit NUC5i5RYH (BOXNUC5I5RYH)
https://www.ark-pc.co.jp/i/31400647/
¥55,580

OWL-ESL25S/U3
https://www.ark-pc.co.jp/i/15400453/
¥1,680 x 3
5040

SMD-N16G28CP-16KL-D [DDR3L SODIMM]
https://www.ark-pc.co.jp/i/11702316/
\17,780

PX-G128M6e
https://www.ark-pc.co.jp/i/13511045/
\15,380

PX-256M6Pro
https://www.ark-pc.co.jp/i/13511094/
\19,830 x 4?
79320

計 \173,100

ちょっと掛かり過ぎ？
今までの流れから、5年程度はリプレースしないので
最初はお金がかかっても、ずっと掛かり続ける訳ではないですからね。
引き続き検討

#11 - 2015/07/31 13:43 - Clelia ごりゅ

- 進捗率 を 0 から 20 に変更

だいぶ時間が経ってしまっていますが、注文掛けて購入しました。
\150000ちょい程度になっています。

組み上げはしていますが、OSのインストールや各種移行計画はまだまだです。

#12 - 2021/09/15 11:29 - Clelia ごりゅ

- ステータス を 進行中 から 終了 に変更
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