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先進ストレージ管理ソリューション
－初導入にチャレンジ－

　急速に企業再編・統廃合の進む昨今、各企業が生き残り、ビジネスを発展させるためには、精度の高いデータに基づ

く経営判断が必要となる。そのためには、過去のデータを蓄積した上で、即時に現在のデータを収集して総合分析し、

経営戦略に役立てるデータ分析システムの構築が必須である。このような精度の高いデータ分析システムをベースに推

進していくビジネスを、ここでは高精度ビジネスと呼ぶ。

　高精度ビジネスを実現するためには、企業が管理するデータ量は膨大なものとなり、そのデータ管理システムの構築

とシステム運用が重要な課題となってくる。その課題を解決するのがストレージ管理ソリューションであり、IT基盤シ

ステムの大きな潮流の一つとなっている。

　ストレージ管理ソリューションの技術課題としては、データベースシステム(以下DBと略す)を停止させることなく、

いかにオンラインでバックアップするかということがある。次の技術課題としては、大規模化するデータに対応して、

いかに高速にバックアップするかということがある。

　ここでは、ストレージ管理ソリューションの要件や現在の技術動向を整理し、上述の技術課題に対する解決方法を合

わせて報告する。また、当社は、米国EMC社のストレージ管理製品をソリューションコアに利用して、官庁向けに日本

ではじめてDBオンラインバックアップシステムを構築した。その事例についても一部を紹介する。
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図１　ストレージシステムの要件
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図２　バックアップシステムの要件
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　これらに加え、バックアップシステムは、ハード障害対

応、災害対策、人的ミスに備えることを求められる。

以上のことから、バックアップシステムのビジネス要件を

まとめると、次のとおりとなる。

（1）　ビジネスインパクト

・データの損失から回復させる最終手段

・災害・H/W障害・S/W障害・人的障害

（2）　コンプライアンス

・法的要件等によるデータ保存

・会計監査・個人情報保護法による長期データ保存

・セキュリティ要件（メール・アクセスログなど）による

データ保存

　昨今は、法的要件から所定の期間電子媒体でデータを保

存する長期保存・バックアップ（アーカイブ）のニーズが

高まってきている。

　上述要件を満たすバックアップ方式の一つとして、SAN

環境でバックアップを行う方法がある。現在、高精度ビジ

ネスの実現においては、SAN環境でストレージを統合した

システムが一般的であり、バックアップシステムもそのう

えで実現する必要がある。（図２参照）

 1. はじめに

　当社は、１９８８年よりストレージ装置である光ディス

クライブラリ装置の開発・製造・販売を行っていた。その

後これらの経験を生かすべく、１９９６年からストレージ

管理ソリューションシステムの提案・構築を、時代に併せ

た技術を適用して手懸けてきた。現在は、１００件を超え

る構築実績を持つに至っている。

 2. ストレージシステムおよびバックアッ

　　プシステムのビジネス要件

　ストレージ管理ソリューションは、ストレージおよびバッ

クアップシステムの構築が前提となる。まずこれらのシス

テムを構築するうえで前提となるビジネス要件について説

明する。

 2.1. ストレージシステムのビジネス要件

　いまやITシステムはコスト削減を要求される。また、高

精度ビジネスを実現するためには膨大な情報データの処理

が不可欠となっている。それに併せ、ストレージシステム

の規模拡大も避けられないものとなっている。

ストレージシステムのビジネス要件をまとめると以下のよ

うになる。

（1）　既存システムの統合

（2）　個人情報・法的要件に伴う電子ファイルの大容量

　　　　保存

（3）　ITシステムのコスト削減

（4）　煩雑なシステム運用管理の解消

　上述要件を満たすストレージシステムの一つとして、

SAN（Storage Area Network）の技術が開発された。現

在、高精度ビジネスを実現するためには、SAN環境による

ストレージ統合方式を採用するのが一般的である。（図１

参照）

 2.2. バックアップシステムのビジネス要件

　企業が取り扱うデータ量が増大するに連れ、そのデータ

の損失がビジネスに与える影響はますます大きくなり、企

業のバックアップシステムで扱うデータ量は急増している。

その一方で、バックアップに伴うシステムの停止は、ビジ

ネスを阻害しかねず、許されないものとなっている。
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置の複製を取る技術であり、ディスクアレイ装置側のソフ

トウェア製品で実現するケースが一般的である。

 3.1.3. ストレージ一元管理

　大規模化したストレージシステムを円滑に運用するため

には、ストレージシステムのあらゆる挙動を一元管理する

仕組みが必要となる。

 3.2. バックアップシステムの技術要件

　2.2.に示すビジネス要件を満足するために、バックアッ

プシステムは次の技術要件を必要とする。

　（１）　高速バックアップ

　（２）　オンラインバックアップ

以下、各々の技術要件について説明する。

 3.2.1. 高速バックアップ

　膨大なデータ量を高速にバックアップすることは、バッ

クアップの遅延が実業務に影響を与えないために業務運用

上不可欠である。

　ストレージを統合したSAN環境バックアップシステムは、

外部ディスクアレイ装置にデータを集約している。これに

より、スナップショット機能を用い高速バックアップ／リ

ストアが実現できる。

 3.2.2. オンラインバックアップ

　DBのバックアップの目的は、DBの論理的障害への対策

であり、一貫性・整合性のあるバックアップデータ取得が

必要である。

　これらを実現する方法としては、バックアップ中にDB

を停止するオフラインバックアップが確実な手段である。

しかし、昨今のビジネス要件は、わずかな停止時間も許さ

ない状況であり、DBを停止しないオンラインバックアッ

プで、一貫性・整合性を保つ仕組みが不可欠となっている。

 4. 技術要件を解決するために実案件で採

　　用した技術・製品

　前章で説明したストレージシステムとバックアップシス

 3. ストレージシステムおよびバックアッ

　　プシステムの技術要件

 3.1. ストレージシステムの技術要件

　2.1.に示すビジネス要件を満足するために、ストレージ

システムは次の技術要件を必要とする。

　（１）連続稼動確保を実現した可用性

　（２）サービス無停止オンラインバックアップ

　（３）ストレージ一元管理

以下、おのおのの技術要件について説明する。

 3.1.1. ストレージシステムの可用性

　可用性を確保するためには、以下の冗長性を実施する必

要がある。

（1）　構成装置の冗長化

　構成装置の冗長化の対象は以下の２つである。

　1．ディスクアレイ装置

　2．SANスイッチ

　これらは、電源・ファンなど各部品を２重化し、一点の

障害（シングルポイントフェイル）による装置の停止を防

ぐものである。また、ディスクアレイ装置に関しては

RAID（Redundant Arrays of Inexpensive Disks）技術

による冗長化方式でディスク障害からデータを保護する方

法を取る。

（2）　サーバからディスクアレイ装置への経路（以下、

　　　　パスと略す）の冗長化

　パスの冗長化の対象は以下の３つである。

　1．FC(FibereChannel)ケーブル

　2．SANスイッチ

　3．サーバのHBA(Host Bus Adapter）

　パスを２系統用意し、片方のパス上でFCケーブル断線、

SANスイッチ故障等の障害が起きた際は、パスを切り替え

（フェイルオーバ）、I/O処理を継続する。

 3.1.2. サービス無停止オンラインバックアップ

　サービス無停止でオンラインバックアップを行うために、

ストレージシステム側では、スナップショットを用いたデー

タの複製技術が必要となる。
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行われる。そのため、業務アプリケーションホスト側に対

する負荷が少なからず発生する。当社は、上記を踏まえて

官庁向けシステムにおいて業務アプリケーションホスト側

の負荷軽減のため、「TimeFinder/MirrorTM」を採用した。

　E M C社ディスクアレイ装置の利用において、

「PowerPathTM」、「TimeFinderTM」は欠かせないソフ

トウェア製品である。しかし、他社のディスクアレイ装置

でも類似機能を持つソフトウェア製品が提供されており、

ストレージシステムの技術要件の（1）および(2)（3.1.参

照）については、それらを利用しても満足することができ

る。

　ただし、技術要件の(3)としてあげているストレージの

一元管理は、EMC社ディスクアレイ装置だけが実現でき

るもので、他社製品にはない機能である。次項に詳細を記

す。

 4.1.3. ストレージ一元管理の実現

　EMC社のディスクアレイ装置は、ストレージ機器の一

元管理に加え、他社製品にはない機能として下記の機能も

有する。

・ストレージ筐体内でデータ再配置機能（Symmetrix 

Optimizer）

・予兆保守機能（オートコール機能）

（1）　EMC ControlCenterTM

　ストレージを一元管理するEMC ControlCenterTMの

アーキテクチャは図５のとおりである。

　また、EMC ControlCenterTMは、機能別に複数のソフ

トウェア製品で構成されている。（表１参照）

テムに対する技術要件を、満足するように、実際に官庁向

けシステムで適用した技術について説明する。

 4.1 ストレージシステム

 4.1.1. 可用性の実現

　官庁向けシステムでは、EMC社のディスクアレイ装置

を導入し、パスの冗長化は、「PowerPathTM」を採用して

実現した。これは、EMC社が提供するソフトウェア製品

で、その特徴を図３にまとめる。

 4.1.2. サービス無停止バックアップの実現

　EMC社はサービス無停止に必要なスナップショットの

実現のために、「TimeFinderTM」というソフトウェア製

品を提供している。（図４参照）「TimeFinder/MirrorTM」

は、ボリューム全体のミラー・コピーを作成するソフト

ウェア製品である。「TimeFinder/SnapTM」は、

「TimeFinder/MirrorTM」よりもディスクスペースを節約

するソフトウェア製品であり、ポインタデータ"Copy 

on First Write（最初の書き込み時コピー）テクノロジー"

を利用して、オリジナルデータが更新されたときにソース

・デバイスからオリジナル・データを移動する仕組みで動

作する。図４において、例えばトラックAでデータ更新さ

れるとスナップショット時のデータは、セーブ・エリアに

移動する。

　スナップショットされたデータへのアクセスは、オリジ

ナルデータに変更がなければ、オリジナルデータに対して

exa review　No.5（2005.12）



図５　EMC ControlCenterTM アーキテクチャ
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表１　EMC ControlCenterTMの機能

図６　Symmetrix Optimizerの機能
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（2）　データ再配置機能（Symmetrix Optimizer）

　EMC ControlCenterTMの中でも、データ再配置機能

（Symmetrix Optimizer）は、特に先進的な機能である。

これは、ディスク使用率の高い論理ボリュームと低い論理

ボリュームを識別し、ディスクアレイ装置内でデータの適

正再配置を行い、I/Oパフォーマンス向上を自動的に実現

する機能である。（図６参照）

（3）　予兆保守機能（オートコール機能）

　ディスク自己診断機能・電話回線接続リモートメンテナ

ンスにより、ディスク、ハードウェア障害の検知およびコ

ンポーネントの予防交換を実現し、保守サービスを向上さ

せた仕組みである。（図７参照）

　実際、官庁向けに導入したシステムでも、監視システム

が検知するよりも前に、予兆保守機能がハード的なリトラ

イ処理を検知して警告を出したため、ディスクアレイ装置

の部品を予防交換した例がある。
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（1）　Oracleのオンラインバックアップ

　Oracleの標準機能であるバックアップモードを使用し、

スナップショットによるバックアップを行うことで、業務

サーバに負荷を与えることなくオンラインバックアップを

実現した。これは、特にデータ量が多い場合に有効な方法

である。

（2）　MS-SQL Server、MS-Exchangeのオンラインバ

ックアップ

　バックアップソフトウェア製品や各データベース管理シ

ステムが提供する機能で実現した場合、MS-SQL Server、

MS-Exchangeオンラインバックアップは、「バックアッ

プ時間が遅い」、「業務レスポンスが落ちる」という問題

がある。これらを解決するツールとして、EMC社提供の

「Replication Manager/LocalTM」（以下、RMと称す

る）がある。（図９参照）

 4.2. バックアップシステム

 4.2.1. 高速バックアップの実現

　当社は、今回官庁向けシステムにおいてスナップショッ

トを用いた高速バックアップシステムを実現した。

これは、外部ディスクアレイ装置内に、アプリケーション

サーバが使用する実行データ領域と、バックアップデータ

が格納されるスナップショット領域を配置する。通常この

二つの領域はミラー機能で同期されていなくて切り離され

ている。（それぞれ独立の領域として存在している）バッ

クアップ開始時にデータの同期を行い、同期が完了した時

点で切り離し、スナップショットバックアップが完了する。

これらの処理は、すべてディスクアレイ装置内で行われ、

アプリケーションサーバ側で意識することはまったくない

仕組みである。（図８参照）切り離したスナップショット

領域は、二次バックアップとしてテープ等に格納される。

 4.2.2. オンラインバックアップの実現

　今回当社が導入したシステムでは、業務サーバは

Oracle、MS-SQL Server、 MS-Exchangeをオンライン

バックアップ対象とした。その際に採用した方法は以下の

とおりである。
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び管理する必要がある。一方、RMはこれらの５つのジョ

ブを一つにすることで、部品点数、実装開発・単体テスト

・結合テスト工数、および運用時の監視項目を削減可能と

する。実際に、官庁向けシステムでは約８割工数の削減を

達成した。

　以上をまとめると、スナップショットとオンラインバッ

クアップおよびRMを活用することで下記バックアップシ

ステムの課題が解決された。

（1）　バックアップ・リストア時間の短縮

（2）　導入工数の削減

（3）　バックアップ環境の簡素化

 5. おわりに

　当社が官庁向けシステムに導入したストレージ管理ソ

リューションシステムは、現在実運用中で日々利用されて

いる。

　今後、高精度ビジネスは、業務システムに対し素早い改

革を要求し、かつストレージシステムにも同様の変革を要

求することになる。

　例えば、業務改革に応じて想定外のデータが増加した場

合、ストレージシステムは素早い拡張性を必要とする。現

在構築されている多くのストレージシステムは、ハードデ

ィスク装置の追加や、各システムに割り当てるデータ領域

提供の柔軟性に欠けている。当社が手懸けたシステムにお

いてもデータ領域の変更に伴う再設計・構築および各シス

テム間調整に多くの時間を費やしたケースがある。

　一方で、昨今要求が高まっている企業倫理の要求に対し

ては、堅牢なデータセキュリティを実現することが重要に

なる。（図１１参照）

　RMは下記のバックアップシーケンスを全て自動で、か

つ業務サーバに無負荷で高速バックアップを実現できる。

はじめに業務サーバ側のMS-SQL Server、MS-Exchange

サービスを無停止で静止点を設けてデータ整合性を保ち、

つぎにDBレプリカの作成を行い、最後にバックアップサー

バ側にDBレプリカをマウントする。バックアップサーバ

は、マウントしたDBレプリカを自身のローカルディスク

としてバックアップを実施する。また、WindowsServer

2003環境では、VSS（Volume Shadow Copy Service）

を利用して、レプリカを作成する。

　RMは2004年末、日本語OS環境下でサポートが開始され

たばかりであったが、業務システムに影響を与えることな

くバックアップ取得するために必要不可欠な技術であった。

そこで、当社は官庁向けシステムで実装を試みた。当初は

いくつかの困難に直面して上手く動作しない状況が続いた

が、EMC社のSEと協力してそれらの問題を解決して導入

に成功した。

　実際に、バックアップは、２００GBで約２分、リスト

アは２５０GBで約５分（実測値）という高速化を実現し

た。

 4.2.3. RMのジョブ運用有効性

　RMはバックアップジョブを一体化しており、ジョブ作

成、登録、および管理が極めて簡単に実現できるという特

徴を持っている。

　RMを使用しない、Oracleのオンラインバックアップで

は、図１０で示すように５つのジョブを作成、登録、およ
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　以上をまとめると、今後のストレージシステムに要求さ

れる技術課題は次に示すとおりである。

（1）　仮想化

　・設定後の容量変更・追加が自由自在

（2）　データセキュリティ

　・暗号化対応

　・認証、アクセス制御

　(1)の技術は、導入後にデータ量が増加した場合、スト

レージの利用状況に応じてディスクを再配置する解決方法

である。

　(2)の技術は、情報漏洩を防ぐ仕組みをストレージシス

テムに対して適用して解決する方法である。

　最後になるが、EMC社の先進ストレージ管理ソリュー

ションを用いて実現したシステム構築で得た技術を、今後

のストレージシステム構築に生かして行ける様に努力して

いきたい。

　また、今回の官庁向けシステムは、EMC社を始めとし

た関係者のご尽力により実現した成果であり、関係各位に

深く感謝の意を表する。

 6. 用語について

　本文で用いている用語について説明する。

（1）　ストレージ

　ディスクアレイ装置、テープライブラリのようにデータ

を貯蔵する装置。

（2）　SAN（Storage Area Network）

　サーバとテープライブラリやディスクアレイ装置などの

ストレージデバイスを接続する高速なネットワーク。

（3）　SANスイッチ

　SAN環境にあるサーバとストレージ・デバイスを接続す

る中継機器。

（4）　FC（Fibre Channel）

　コンピュータと周辺機器を結ぶためのデータ転送方式の

一つであり、現在は2Gbit/secの転送速度を提供するもの

が主流である。主に、高い性能が必要なサーバで、コンピュー

タ本体と外部記憶装置を接続するのに利用されている。

（5）　HBA（Host Bus Adapter）

　外部のストレージ装置からのデータをホスト・バスに渡

すためのインターフェースとバスを提供するファイバー・

チャネル対応のアダプター。

（6）　スナップショット

　ディスクアレイ装置内に実効データ領域とは別に同一容

量のディスク領域を設け、同期することで、その時点での

バックアップを取得すること。

（7）　VSS（Volume Shadow Copy Service）

　WindowsのOS標準のスナップショット技術。
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