Success Story

自治体に特化したクラウドサービス
基盤をFlexPodで構築。優れた拡張性
を実現したほか、DR 環境を含む
基盤全体の運用負荷も大幅に軽減

KEY HIGHLIGHTS

ABSTRACT

業界
・情報通信業

・従来のクラウド基盤は、複雑で手間のかかるシステム増強作業が余儀なくされた

主なビジネス課題
・従来のクラウド基盤は、複雑で手間のか
かるシステム増強作業が余儀なくされた
・自治体の顧客が安心して利用できる基盤
全体の堅牢性・信頼性を必要としていた
・クラウドサービス以外にもビジネスの幅
を広げられるシステム基盤を求めていた
主要なソリューション・コンポーネント
・NetApp® clustered Data ONTAP® 8.3
- RAID DP®, FlexVol®, Snapshot®, Deduplication
・NetAppアクティブ・アクティブ構成FASシステム
・NetApp Flash Pool ™
・NetApp SnapMirror® ソフトウェア
・NetApp FlexClone® ソフトウェア
・NetApp OnCommand® 管理ソフトウェア
ビジネス上の主な利点
・シンプルなシステム構成を実現し、
基盤全体の運用負荷を大幅に軽減
できた
・バックアップウィンドウの短縮とDR
発動時の迅速なシステム復旧を実現
・NetApp を利用する顧客のオンプレ
ミス環境に対して DR の受け入れが
可能に

・付加価値をさらに高めた自治体向けクラウドサービスに向けて基盤の刷新を決断

・DR 環境を含めて基盤全体をシンプルに構成できるFlexPod® を全面的に採用した

・新しいクラウド基盤では、2015 年 10 月時点において約 550 台の仮想サーバが稼働中
・SnapMirror を用いた完全データ同期によって岡山県内に強固な DR 環境を構築

・DR 発動時を想定したシステム復旧の実地訓練を定期的に実施できるようになった

・NetApp 製品を利用する顧客のオンプレミス環境に対してDR の受け入れが可能に
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代の Snapshotイメ ー ジを保持している。 きちんと行うことで、DR の有効性を常に保証
Shadow Copy Service（VSS）との連携によっ
迅速なファイルリストアが可能だ。足定氏は、

SSD 領域はオールフラッシュFASと同等の超

したが、もっと世代数を増やしてほしいという

りわけ高い用途での導入を想定している。同
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ップソフトウェアに頼っていた従来の DR 環境
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は、データ重複排除機能が想像以上に効い

る高品質のクラウドサービスを提供できるの
NetApp を活用する顧客の環境では
TIC が DR の受け入れをサポート

FlexPod へと移行したTICの新しいシステム基

盤は、これからも安定稼働を維持しながら、ビ
ジネスの成長とともにディスクシェルフやサー

イブとFlash Pool を組み合わせた領域も十

ており、当初見込んでいたディスク使用量より

バの増設など、サービス無停止での段階的な

の低レイテンシを常に保証できる点がさらな
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と語る。

の自治体が推進している業務システムのクラウ

分に高速ですが、純粋な SSD 領域は、一定

る強みとなります。高負荷のデータベースア

プリケーションを中心に、とりわけ大規模の

も少なくて済んでいます。これもSnapshot の

また、メインストレージからバックアップスト

基幹系システムに見合った最上位のメニュー

レ ー ジ（NetApp FAS2554A）に対して1 日 1

説明する。

り、鳥取県内のデータセンターが天災などで

としてお客様にご紹介しているところです」と
NetApp のデータ保護機能によって
強固なバックアップとDR を実現

クラウドサービス基盤とファイルサーバに対

回の SnapMirror を実行している。これによ
甚大な被害に遭っても、岡山側の DR システ

ムで迅速にサ ー ビスを復旧可能だ。さらに

は、FlexClone を用いて訓練用ボリュームを
作成し、DR の発動時を想定した復旧訓練も

するデ ー タバックアップやDR の仕組みは、 定期的に実施している。田中氏は、
「バックア

システム増強を計画している。近年では、多く

ド化、ホストコンピュータで稼働している基幹

系システムのオープン化といった取り組みが急

務となっていることから、今後3年以内には仮
想サーバの台数が1,000台以上に達すると見
込んでいる。兒島氏は、
「これからは、基幹系

システムのクラウド化が積極的に進んでいくと
予測しています。重要な住民情報をクラウドに
預けることに対して不安を感じている自治体

の方もいらっしゃいますが、当社はきわめて強

固なクラウドサービス基盤、岡山県内に設け

“ お客様のオンプレミス環境にもNetApp を推奨し、当社のシステム基盤を
DR の受け入れ先として活用していただける体制を整えていきます”

られたDR環境、定期的な実地訓練などを通

じて、こうしたお客様の不安をしっかりと払拭

していきます」
と説明する。

同社は、今回の基盤構築を通じて習得した

ノウハウを活かし、今後は各自治体がオンプ
レミスで運用するプライベ ートクラウド基盤

の設計・構築支援にも力を入れていく。そし

て、これらのシステム基盤では NetAppスト

レー ジとの組み合わせを積極的に推奨して
いく意向である。顧客のオンプレミス環境に
NetAppストレージを導入すれば、同社が保

有するNetAppストレ ー ジとSnapMirror 連

携による遠隔地バックアップが可能になるか

らだ。奥田氏は、
「当社の NetAppストレージ
でDR サービスを提供することにより、お客様

自身が DR 環境を保有する必要がなくなりま

す。システムの規模を問わずにDR の仕組み

を取り入れられますし、コスト面でもかなり
有利なご提案ができるようになると期待して

います。また、地元密着でITソリューションや
OA 機器を提供している多くの企業様とも連

携を図り、当社のクラウドサービスを競争力

のある商材として活用していただく取り組み

も推し進めています。このように、今回構築し

たシステム基盤が、当社のさらなる成長を促

す重要な存在となることを強く期待していま
す」
と将来の展望を述べている。
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