
リコーが、パブリッククラウドの
ストレージサービスを活用し
バックアップのテープレス化に着手

Case Study

目的
パブリッククラウドのストレージサービス
を採用し、テープメディアを使わない投資
対効果に優れたデータバックアップ／アー
カイブ方法を確立すること。

アプローチ
リコーのデータセンター内で対象データ
の重複排除と暗号化を実施。既存のイン
ターネット回線を利用して、限られた時間
内でセキュアにクラウドストレージへの
バックアップを実行可能にする。

ITの効果
• Amazon Web Servicesで提供される
「Amazon S3」を採用し投資対効果に
優れたデータバックアップ先を確保

• バックアップ仮想アプライアンス
「Netapp SteelStore」により重複排除
を実行し更新データ量を約1/10に削減、
暗号化によりセキュリティも確保

• 高速な専用線やVPNを導入することな
く既存のインターネット回線を利用

• 運用手順やバックアップソフトを変更な
しにクラウドバックアップへ移行

ビジネスの効果
• テープデバイス／メディアを使わないクラ
ウドバックアップという選択肢を獲得

• スモールスタートと段階的な拡張が可能
なクラウドバックアップのメリットを享受

• 適用範囲の拡大を視野にクラウドバック
アップの運用ノウハウを蓄積

• 将来的に大容量のデータをクラウド上に
アーカイブすることを検討

チャレンジ
テープ、ディスクに続く
“クラウドバックアップ”という選択
RICOHは、デジタル複合機やプリンターなど
のオフィス向け画像&イメージング機器、産業
向け機器、デジタルカメラ等におけるグローバ
ルブランドだ。オフィスの生産性向上とワーク
フロー変革に貢献するリコーのソリューション
は、国内外で大きな支持を獲得している。2012
年には革新的な製品とサービスによる市場創
造力が評価され「Top 100 グローバル・イノ
ベーター＊1」に選出されるとともに、「世界で最
も持続可能な 100社（Global 100）＊2」に日本
企業として唯一10年連続で選ばれた。

イノベーティブな企業活動を支える IT環境は、
日・米・欧州・アジアパシフィック4極によるガ
バナンス体制を敷いている。コーポレート統括
本部 ビジネスプロセス革新センター 情報イン
フラ統括部 システムインフラグループ シニア
スペシャリストの宮腰寿之氏は、国内の体制に
ついて次のように紹介する。

リコーがAmazon Simple Storage 
Service（以下、Amazon S3）と
Netapp SteelStoreを採用し、ク
ラウドバックアップの実用化を推進
している。“バックアップ仮想アプ
ライアンス”を利用することで、初
期投資を抑えつつバックアップ対象
データの“重複排除と暗号化”を可
能に。新たに専用線やVPNを導入
することなく、クラウドストレージ
への効率的かつセキュアなバック
アップを実現している。

Amazon Simple Storage ServiceとNetapp SteelStoreを
採用しクラウドバックアップの実用化を推進

＊1：米Thomson Reutersによる
＊2：加Corporate Knights Inc.による
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“クラウドバックアップという選択肢が加わったことは、
将来のテープレス化に向けた
大きな一歩ではないかと考えています。
ディスク、テープ、クラウドという複数のバックアップ方式を利用し、
適材適所の使い分けを想定しています”
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「コーポレート統括本部ビジネスプロセス革新
センターがリコーグループの IT戦略の策定、
計画の遂行、システムの運用管理までを担うと
ともに、グループ約 11万ユーザーが利用する共
通基盤／主要システムを開発・運用していま
す。自分たちでやる、というのが私たちのポリ
シー。リコーにはいわゆる情報システム子会社
はありません」

国内のサーバーシステム、WAN/LAN/音声
ネットワーク、データセンターまで、ITインフラ
を統括するのが情報インフラ統括部 システム
インフラグループである。

「UNIX系で構築されている基幹業務システム
だけで数百OSを稼働させています。数ではそれ
を上回るWindows/Linuxベースのシステムも
運用していますが、こちらは仮想化された統合
基盤への移行を順次進めていきます」（宮腰氏）

リコーは、長年にわたり ITパートナーと協力し
ながらオンプレミスでシステムを開発・運用し
てきた。“仮想化された統合基盤”も自社デー
タセンターに構築されているが、データバッ
クアップの運用で課題に直面していたという。
コーポレート統括本部 ビジネスプロセス革新
センター 情報インフラ統括部 システムインフ
ラグループ スペシャリストの西脇祐介氏は、次
のように説明する。

「基幹系システムはDisk to Diskで遠隔地に
バックアップデータを送信、それに準じるシス
テムはストレージでスナップショットを取得し
テープメディアに保管、というように重要度に応
じていくつかのバックアップ方法を使い分けて
きました。しかし、ビジネス継続性確保の観点
から従来のバックアップ運用ポリシーを見直す
ことになったのです」

ポリシーの変更により、テープメディアを遠隔
地保管しなければならないシステムが増加し
ている。オンプレミスで対応するには、バック
アップ装置を増強しなければならない。移送と
外部保管のためのコストも上乗せになる。

「そこで私たちが注目したのはパブリッククラ
ウド上でのバックアップでした」（宮腰氏）

ソリューション
“仮想アプライアンス”による
重複排除と暗号化
宮腰氏、西脇氏は、複数のクラウドベンダーに
打診して各社のストレージサービスを検討。そ
して「Amazon S3」を選定した。Amazon Web 
Services（AWS）で提供されるストレージサー
ビスである。様々な形式のデータファイルをオ
ブジェクト単位で手軽に保存できるため、デー
タバックアップ用途にも最適なサービスだ。

「クラウドバックアップは、テープメディア遠隔
地保管の代替え案として非常に現実性が高い
と考えています。ディスクバックアップ装置が
クラウド上にある、というイメージで扱える利
便性にも期待しました」（西脇氏）

宮腰氏と西脇氏は、オンプレミスでのバック
アップ機器の導入とその運用、メディアの搬送
と保管にかかるコストを試算し、クラウドバッ
クアップの投資対効果の検証を慎重に行っ
た。そして、まずバックアップ対象のシステムを
2つに絞って「Amazon S3」の導入を決めた。

「Amazon S3の実効性を本番環境で検証す
ることにしたのです。そのためには初期投資を
小さくできることが必須でした」（宮腰氏）

バックアップソリューションの導入を支援した
日本ヒューレット・パッカード株式会社（以下、
HPE） テクノロジーコンサルティング事業統括 
シニアコンサルタントの吉田元哉氏は、次のよ
うに語る。

「導入コストを抑えながら、クラウドバックアッ
プの導入を成功させるポイントは 2つあると
考えました。高速な専用線やVPNを新たに導
入することなく、既存のインターネット回線を
使って規定時間内にバックアップデータを転
送できること。もうひとつは、インターネット
回線上でバックアップデータのセキュリティを
確保することです」
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HPEの提案は、バックアップ仮想アプライアンス
「Netapp SteelStore」を採用し、リコーのデー
タセンター内で重複排除と暗号化を実行したう
えでAmazon S3にバックアップするというもの
だった。

「Netapp SteelStoreの重複排除機能により、
更新データ量を約 1/10に削減できると見込
みました。重複排除後のデータを暗号化しま
すので、たとえ第三者に復号化されてもオリ
ジナルのデータを再現できないためセキュリ
ティを担保できます」（日本HPE 吉田氏）

「ハードウェアアプライアンスによる重複排除
／暗号化の提案は他にもありましたが、“仮想
アプライアンス”によって導入コストが抑えら
れたことがHPEの提案を採用する決め手に
なりました」（宮腰氏）

2013年 11月に構築プロジェクトがスタート。
クラウドバックアップシステムは、翌年 2月に
早くも運用を開始した。

ベネフィット
比較的小規模なシステムに
クラウドバックアップを適用

Netapp SteelStoreは、仮想マシン上にバック
アップアプライアンスを構築できるためスモー
ルスタートに最適だ。強力なインライン重複排
除テクノロジーを実装し、ファイルを細かなブ
ロックに分割して2回目以降のバックアップで
は重複のないブロックだけを書き込む。これに
よりストレージ容量を大幅に削減でき、限られ
た帯域でも短時間にクラウド上にバックアップ
を行える。

「最初にクラウドバックアップの対象とした
システムは2系統。12台の仮想サーバーで構成
される総データ量5TBの業務システムと、これ
より小規模な2サーバーのシステムです。それぞ
れOSを含むシステム領域とデータ領域全体を
対象に、週次でバックアップを行っています」
（西脇氏）

本番環境でクラウドへのバックアップを実行し
ながら、西脇氏は「いくつかの知見を得ること
ができた」と話す。
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クラウドバックアップ

Amazon S3

●インラインで重複排除／暗号化
●2回目以降のデータ量を1/10に
●高速な専用線・VPNは不使用
●スモールスタートが可能
●仮想アプライアンス上にキャッシュ

バックアップ
仮想アプライアンス
（Netapp SteelStore）

テープメディアへのバックアップ

テープメディア

クラウドバックアップへの移行でテープレス化を推進

外部搬送・外部保管

重複排除
暗号化

VM



“ユーザーからの要求に対して、バックアップまでを含むサーバー環境を
タイムリーに提供できる条件が整いました。オンプレミスで数カ月を
要する環境を、仮想化共通基盤とクラウドバックアップなら数日のうち
に用意できます”

ー西脇氏

「リコー様ではデータセンター内から直接ク
ラウドに接続することが許されていませんで
したので、独自にテスト環境を構築して接続
検証を行いました。結果としては、Netapp 
SteelStoreの機能を活用することで、データ
センターネットワークに変更を加えることなく
これを実装することができました」（日本HPE 
テクノロジーコンサルティング事業統括 シニア
コンサルタント 大矢俊夫氏）

運用が始まって間もないが、すでにクラウドな
らではの即時性に手応えを感じているという。

「ユーザーからの要求に対して、バックアップ
までを含むサーバー環境をタイムリーに提供
できる条件が整いました。オンプレミスで数カ
月を要する環境を、仮想化共通基盤とクラウド
バックアップなら数日のうちに用意できます」
（西脇氏）

西脇氏は、バックアップだけでなくデータの長期
保管／アーカイブの場所としてもAmazon S3を
利用できないか検討を始めているという。

最後に宮腰氏が次のように語って締めくくった。

「メディアが破損してデータが読み出せなくな
らないか。数年後にデータを読み出したいとい
う要求があったとき、その時点でテープドライ
ブが対応しているだろうか―テープによる
バックアップ運用には常に課題認識を持ってい
ました。クラウドバックアップという選択肢が加
わったことは、将来のテープレス化に向けた大
きな一歩ではないかと考えています」

詳しい情報
HPE コンサルティングについてはこちら
www.hpe.com/jp/ja/services/
consulting.html

「仮想マシン単位に範囲を区切って逐次バック
アップを実行することで、重複排除から暗号化、
クラウドへの転送までを最も短時間で行えるこ
とがわかりました。また、データ転送速度を実測
しておおよその完了時間が見通せましたので、既
存のバックアップソフトを使ってスケジューリン
グすれば、ほとんど人手を介することなくバック
アップを自動実行させることができます」

効率よくスケジュールを組めば、現状のシステ
ムを拡張することなくバックアップ対象のシス
テムを増やせる見通しも立てられたという。

「基幹システムは、日次でのDisk to Diskバッ
クアップとリモートコピーを組み合わせる。これ
に準じる大規模なシステムは週次テープバック
アップでメディアを外部搬送。そして、比較的
小規模なシステムには週次でのクラウドバック
アップを適用する―こうした適材適所の使い
分けを想定しています」（宮腰氏）

Amazon S3とNetapp SteelStoreによるクラウ
ドバックアップが、リコーにおいてテープ、ディス
クに続く“第3の選択肢”に加わったのである。

クラウドバックアップが
テープレス化に向けた大きな一歩に

本プロジェクトにおいて、リコー固有のネット
ワークセキュリティ要求に応えたのはHPEの
コンサルティングチームである。HPEでは、
ユーザー企業固有の課題を解決しながら最適
なバックアップ環境の実現を支援する「HPE
クラウドバックアップ構築支援サービス」を
提供している。本プロジェクトではNetapp 
SteelStoreの日本語の基本操作手順書も提供
した。

ソリューション概略

導入サービス
• HPEクラウドバックアップ構築支援サービス

• Amazon S3

導入アプライアンス
• Netapp SteelStore
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