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パートナー概要

　2014年に市政施行80周年を迎える千葉

県・市川市。江戸川を隔てて東京都と相対

する同市は、古くから文教・住宅都市として

栄えてきた歴史を誇る。また、長い伝統を持

つ一方で、先進ICTの導入に取り組んでい

るのも同市の大きな特徴だ。企画部 情報シ

ステム課 主幹 泊 修一氏は「数年前から庁

内業務サーバの仮想化を進めており、省エ

ネ／省スペース化やコスト削減に役立てて

います。近年では行政サービスとICTインフ

ラが密接に関連していますので、システムや

ネットワークの安定稼動にも細心の注意を

払っています」と語る。

　とはいえ、システムを活用する中では、

様々な課題も生じていた。その中で特に問

題になっていたのが、増え続ける業務デー

タへの対応である。「仮想サーバの台数が

年々増加している上に、ファイルサーバに蓄

積される業務データの容量も増える一方。

これによりバックアップ業務の工数や時間

がどんどん増え続けていたのです」と説明

するのは、企画部 情報システム課 副主幹 

浅生 浩克氏。また、企画部 情報システム課 

岡 雅人氏も「東日本大震災を契機として、

自治体にとってもBCP強化が大きな課題と

なっています。当市としても、重要業務デー

タの確実かつ効率的な保全を実現する仕

組み作りが急務でした」と続ける。

　従来の環境においては、仮想化基盤用と

ファイルサーバ用に2台のストレージを導

入。ストレージのSnapshot機能を利用して1

次バックアップを取得すると共に、バック

アップソフトウェアを利用して磁気テープ

へのフルバックアップを行っていた。ところ

がバックアップ対象のデータ容量があまり

に大きいため、フルバックアップに2週間近

く掛かるような状況だったのである。

　同市ではこのような課題を解消すべく、

バックアップ運用の改善を目的とした入札

を実施。その結果、採用された製品が、ネッ

トワールドが 提 供 するCommVault社 の

データ統合管理ツール「Simpana」、並びに

NetApp社 の ネットワ ー クストレ ー ジ

「NetApp FAS3250」であった。

　今回導入されたSimpanaは、データ保

護、アーカイブ、レプリケーションなどの多

彩な機能を単一のプラットフォームで実現

する製品である。複数のツールを利用して

行っていた業務をシンプルに統合できる上

に、各種ストレージ製品との柔軟な連携機

能も備わっている。

　システム構築を担当した大崎コンピュー

タエンヂニアリングの秋 山 興 介氏は、

「Simpana」には高度な重複排除機能に加

えて、重複排除後の差分ブロックのみを転

送する『DASH Copy』、重複排除技術を利

用して高速に合成フルバックアップを作成

する『DASH Full』など、様々な機能が備

わっています。これらを利用することで、

お客様の課題を効果的に解消すること

ができます」と語る。また、同 小田 太一

氏も「Simpanaは、仮想化基盤に採用され

ているVMwareや、NetAppストレージとの

親和性も非常に高い。各製品の機能を組み

合わせれば、幅広いソリューションをご提

供できます」と説明する。

　今回新たに構築されたシステムでは、これ

まで2台の装置を利用していたストレージを

「NetApp FAS3250」に統 合。まず仮想

化基盤のバックアップについては、Simpana

のIntelliSnapとNetAppのSnapshot機 能を

連携させて日次バックアップを取得。さらに

VMwareの バ ッ ク ア ッ プ 用APIで あ る

「vStorage API for Data Protection」と連

携させて、磁気テープへの週次バックアップ

を行っている。

　従来は仮想環境のバックアップにNDMP

を利用していたため、不要な仮想サーバまで

含めて丸ごとバックアップしなくてはならな

かった。このためバックアップ容量の増大や、

仮想サーバ単位でのリストアが行えないなど

の問題を抱えていた。しかし現在では、仮想

サーバ単位でのバックアップ／リストアが行

える上に、バックアップ元以外の他のストレー

ジへリストアすることも可能になっている。

　また、ファイルサーバのバックアップについ

ては、1次バックアップをSnapshotで取得。そ

の後の2次バックアップをSimpanaの重複排

除＋DASH Full機能によるD2Dバックアッ

プで実施し、さらに磁気テープへのバック

アップを行う運用に変更している。この効果

は非常に大きく、これまで約2週間を要して

いたフルバックアップが約3日間で完了。しか

も、D2Dバックアップまでなら、わずか12時

間しか掛かってない。

　「重複排除＋DASHFullの時間短縮効果

はまさに絶大。データ容量の削減効果も大き

く、重複排除率は実に約76％にも達します。

現在では2世代分のバックアップ実容量

31.40TBが、7.62TBに収まっています」と小

田氏は力強く語る。

　こうした環境が実現できたことで、BCP面

での課題も無事解消。泊氏は「万一の事態が

生じた際にも、重要な業務データが確実に、

かつ迅速に復旧できるというのは、我々に

とっても大きな安心材料」とにこやかに語る。

　Simpanaの機能は、運用管理の効率化と

いう面でも役立っている。たとえば従来はス

トレージ側のSnapshot機能とバックアップソ

フトの連携が行えなかったため、時間をずら

してジョブを走らせるなどの工夫が必要で

あった。しかし、現在ではSnapshotからテー

プバックアップ ま で す べ ての 作 業 を

Simpana上で一元管理できるため、バック

アップ運用の自動化、省力化が図れている。

　また、NetAppの機能を利用したシステム

性能向上も実現。「今回からSSDをキャッ

シュとして利用する『Flash Pool』機能を導入

していますが、性能は以前に比べて約15倍

向上。レスポンスやファイルアクセスが高速

化されたおかげで、より快適にシステムを利

用できるようになりました」と岡氏は語る。

　ネットワールドの支援に対しても、「幅広い

分野の製品を紹介してもらえるので、お客様

に最適なソリューションを提供する上で非常

に助かりました」(秋山氏)、「技術力の高さも

ネットワールドの強み。導入・構築時にも手厚

い技術サポートが受けられるのは、他のディ

ストリビュータとの大きな違いですね」(小

田氏)と高い評価が寄せられている。

　バックアップ運用の課題を無事解消した

市川市だが、将来に向けた様々な検討も行

われている。麻生氏は「今後は庁内の他課の

システムが仮想化基盤に集約されるケース

も増えると考えられますので、Simpanaのマ

ルチテナント機能なども活用し、より安全・

安心な情報インフラを目指していきたい」と

抱負を語った。
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Flash Poolで高速化

データ容量の増大に伴う
バックアップ改善が急務に

CommVault Simpanaと
NetApp FAS3250を新たに導入

フルバックアップの時間を
2週間から3日間に短縮

Flash Pool機能の活用で
ストレージ性能を15倍に向上

バックアップ業務の運用改善を目指して
CommVault Simpanaと
NetApp FAS3250を導入
大幅な時間短縮と運用管理の自動化に成功

・庁内の仮想化基盤とファイルサーバの
バックアップ業務を効率化すること。

・今後のシステム増強にも対応できる高性
能ストレージ基盤を構築すること。

・フルバックアップの時間を2週間→3日
に短縮。仮想サーバ単位でのバックアッ
プ／リストアも可能に。

・NetAppのFlash Pool機能を利用する
ことで、ストレージ性能を約15倍に向上。
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市川市
企画部　情報システム課
主幹
泊 修一 氏

株式会社大崎コンピュータ
エンヂニアリング
第2情報通信SS統轄部
基盤技術部　第3課
主任
小田 太一 氏

株式会社大崎コンピュータ
エンヂニアリング
市川支店
主任
秋山 興介 氏

CommVault + NetApp 導入事例
ネットワーク・ストレージバックアップ・リカバリ

Case Study

市川市
企画部　情報システム課
岡 雅人 氏

市川市
企画部　情報システム課
副主幹
浅生 浩克 氏


