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iStorageご活用例

iStorage HSだから出来たテープ運用の完全代替。
「重複排除」「WORM」機能でバックアップシステムを統合し、
テープバックアップの課題を一掃。

JPOS様が運用管理している年金管理DBには、約
300万人分の企業年金等のデータが収納されている。
この年金管理DBの容量は単独で約400GBあり、毎
日バックアップを実施している。バックアップデータは
1ヶ月保存をポリシーとしているため、400GB×30日
分のバックアップ保存領域が必要となる。また、年金管
理DB以外にも基幹系の各種業務データなどが大量に
あり、これらを確実に保存するためにテープ装置による
バックアップを行っていた。テープ媒体は350巻にもの
ぼり、遠隔地保管としてテープをローテーションするた
め、その数は全体で実に700巻にも及んでいた。
SIS様とJPOS様は、より安全で最適なバックアップシ
ステムの導入を検討する中で、様々な課題の洗い出し
を実施した。まず、テープ媒体では遠く離れた保等管
場所へトラック輸送するのに時間がかかること、人手
による作業のため事故や紛失、盗難のリスクがあるこ
となどから、ネットワークによる遠隔地への自動レプ
リケーションの仕組みが検討された。テープバックアッ
プをやめ、ディスクバックアップへ変更することについ
ては、テープ媒体での保管が必須要件ではないことか
ら、特に問題とはならなかった。ただし、データ内容の
改ざんを防止するWORM機能を、ディスクでも継続

利用できることがひとつの条件だった。
また、年金管理DBのデータ量が増大するとともに、
テープバックアップに要する運用管理の負荷が徐々に
高まっていたため、その抜本的な低減も主要なテーマ
だった。700巻におよぶテープの管理と破損・紛失・盗
難などの事故防止、テープ媒体の調達手配、テープを遠
隔地保管場所へと輸送する手間、テープ1巻ごとの品質
検証なども、データ量の急増とともに大きな課題と
なっていた。「当初は、データの重複排除が可能な仮想
テープ装置（以下VTL）の導入を考えました。テープバッ
クアップの運用見直しによる作業負荷の低減効果と、
VTLを採用することで生じる同負荷の低減効果とを比
較検討しました」と、開発第二部の上村氏は振り返る。
しかし、VTLは膨大な仮想テープの作成や管理が発生
するため、これまでの運用管理面での負荷を劇的に減
らすことはできず、目に見えて大きな導入効果を上げ
にくい。そこで注目されたのが、テープに代わるディス
クバックアップの仕組みだった。

バックアップ装置の全面見直しとリプレースの検討は、
2009年からSIS様とJPOS様との間でスタートしてい
る。様々な選択肢を検討し、初期にはNECも含め7社の

住信情報サービス様（以下 SIS様）は、年金管理システムの処理業務を行なう日本ペンション・オペレーション・サービス
株式会社様（以下 JPOS様）との共同開発で、同システムのバックアップ環境を一新した。テープバックアップ作業に要す
る運用管理の負荷を劇的に削減し、年金管理データベース（以下年金管理 DB）や基幹系で生成される多様なデータの
バックアップ統合を、iStorage HSを導入することで実現。バックアップ業務で生じる様々な課題や不安を、データ重複
排除機能を活用したディスクバックアップで解決し、将来へ向け余裕のあるバックアップ統合基盤を確立した本事例は、
これからの大量バックアップ時代における標準ソリューションといえるだろう。
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急増する年金管理DBのバックアップで、
災害時のリスク回避や
管理負荷の低減が切実な命題に

データ重複排除機能やWORM機能、
ネットワークを介した
レプリケーションが高評価
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製品が導入候補にのぼった。その過程で、バックアッ
プデータ中の重複するデータブロックを検出・削除・
圧縮し、保存することで容量を削減できる、重複排除
機能を搭載した製品に絞り込まれていった。
「年金管理DBのバックアップには、膨大な容量が必要
なのでテープでの管理は止めたい。でも、単にディスク
へ置き換えただけでは同じ容量が必要となります。
データが増えるとディスクも増やすという、イタチごっ
こは避けたかったんです。重複排除できデータを高度
に圧縮できること、バックアップデータを人手で運ぶ
のではなくWANを通じて遠隔地へレプリケーション
できること、これが新バックアップシステムに求める姿
となりました」と、開発第二部の柏樹氏は強調する。
SIS様は評価機貸出サービスを利用し、実データに基
づく様々な検証やサイジング実験を1ヶ月に渡って行
なった。最終的にiStorage HSを採用したのは、重複
排除やWORM機能をはじめとする高性能を評価し
たからだ。SIS様は以下のようなメリットが得られる
点で、同機を高く評価している。
● LAN接続で運用できるため、環境構築コスト
が安価で構成の変更も容易なこと

● 単一障害点排除の標準機能により、クリティカ
ルな運用領域に適すること

● 検証でDB5世代分が1/12、ファイルサーバ2世
代分が1/7という高い圧縮率が得られたこと

● データ改ざん防止の運用を継続できること
● 万が一の障害時にも、3重～6重のハードディス
ク障害対応が可能なこと

● ネットワークを介して、遠隔地に置かれた
iStorage HSへ自動データ転送が可能なこと

● マルチベンダーのシステム環境においても、容
易に接続・利用できること

新バックアップシステムの開発は、2009年11月にスター
トし4ヵ月足らずの2010年2月にカットオーバーを迎え
た。年金管理DBや基幹系データの大規模なバックアッ
プシステムの構築にしては、iStorage HS導入の容易性
と開発期間の短さに、担当者たちは一様に驚いたとい
う。JPOS様の年金管理システムでは、NECのストレー
ジiStorage S4300/S1800が稼動しているが、同シス
テムや基幹システムのLAN上に、バックアップ用として
iStorage HS8-20Sを導入。また、災害対策用に遠隔
地へ設置するレプリケーション用装置も同モデルを採用

した。バックアップの対象となったデータは、膨大な年金
管理DBばかりでなく、年金業務に関連した帳票類のイ
メージデータ、基幹系のファイルサーバデータ、業務で流
通しているメールデータ、マルチベンダー環境のサーバ
構成情報など実に様々だ。多種多様なデータが混在する
システム環境において、これら大容量のデータバック
アップをすべてiStorage HSでまかなうという、先進の
バックアップ統合を実現している。（システム構成図参照）
「全体のバックアップデータ容量が1/26にまで圧縮でき
たことに、正直ビックリしています。中には圧縮できない
のではと想定していた帳票イメージのDBファイルがある
のですが、特に問題にはなりませんでした」と柏樹氏。ま
た、遠隔地に置いたiStorage HSへの自動レプリケー
ションも、WAN環境（10Mbps）の帯域不足の心配をよそ
に想定時間内で完了できている。これにより、遠隔地保管
を含めたテープレスでのバックアップ運用が確立された。

iStorage HSの導入効果は、まさに劇的の一言だっ
た。それまで一連のバックアップ業務に要した煩雑な
作業や管理の負荷を、あらゆる点で低減している。バッ
クアップの開始から遠隔地に置いたiStorage HSへ
の保管にいたるまで、いずれの作業段階においても、新
しいバックアップシステムは業務の大幅な効率化を実
現している。たとえば、バックアップ業務にかかる作業
時間の、飛躍的な短縮効果もそのひとつだ。「すべての

データバックアップ作業において、1～2時間の作業時
間の短縮が実現できています」と上村氏。そればかり
でなく、装置の設置スペースが大幅に削減できるなど、
iStorage HS導入の波及効果は様々な面に及んで
いる。導入効果の一部をまとめたものが、以下の表で
ある。（表参照）
年金管理DBや基幹系の膨大なデータをバックアップ
しても、iStorage HSの高圧縮によりディスク容量に
はまだ十分な余裕があるため、将来データが増加して
も容量の増設は当分不要になった。「最新の完全バッ
クアップデータが常に遠隔地のiStorage HSにある
ことで安心感を覚えます。それに、セキュリティの面で
も安心です。テープのトラック輸送では、やはり万が一
の事故や紛失に気をつかいますが、その不安もいっさ
い解消されました」と柏樹氏。余裕のあるディスク容量
や作業効率の高さを踏まえ、現在は従来のテープ装置
では困難だった基幹系や業務システムの、よりフレキシ
ブルできめ細かなバックアップの仕組みづくりが進行
中だ。さらに、複数のシステムにまたがるバックアップを
束ね、より大規模なバックアップ統合が図れる将来へ
向けた余裕も生れている。
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年金管理DBから基幹系の
データまで多種多様なシステムの
バックアップを実現 iStorage HSの導入効果は

予想以上、テープ時代の不安や
バックアップの課題を一掃
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バックアップ作業時間※

バックアップデータの搬送

バックアップ装置の容量※

設置スペース（1拠点）

お問い合わせは、下記へ

NEC プラットフォーム販売本部（ストレージ販売推進チーム）
〒108-8425　東京都港区芝五丁目33番1号（森永プラザビル）
TEL：03（3798）9740
お問い合わせURL：http://www.nec.co.jp/contact/
国内向け製品URL：http://www.istorage.jp/

システム構成
基幹系システム

年金管理システム

バックアップLAN

・・・・・

SQL Server 

NetBackup

iStorage S4300

バックアップストレージ

iStorage
HS8-20S

iStorage S1800

ファイルサーバ
データ

メールサーバ
データ

各種サーバ
構成データ

マルチベンダーの
システムデータ

年金管理DB
年金管理DB年金管理DB

年金管理DB

各種業務
データ

遠隔地（災害用バックアップ）

iStorage
HS8-20S

バックアップ
データ2

バックアップ
データ1

（一部WORM）

WAN
（10Mbps）

スナップショットスナップショット

Master Replica Replica

筐体外複製筐体外複製

筐体内
複製
筐体内
複製

レプリケーションレプリケーションバックアップバックアップ

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

管理負荷の低減効果 ※年金管理DBバックアップ時


