
“半期に一度Oracle Data 
Guard環境を増築するの
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目的
Yahoo! JAPANの中核的なサービスを支えるOracle
データベース基盤の「バックアップ／災害対策シス
テム」の刷新。データ保護の信頼性を維持しながら、
増大し続けるデータ量を圧縮し、復旧に要する時間
を短縮させる。

Yahoo! JAPANが
中核サービスを支えるRDB基盤の
データ保護システムを刷新
HPE StoreOnce System重複排除テクノロジーが
大規模データ保護のコストパフォーマンスを変えた

Case Study

ビジネスの効果
• 実機テストを行った他社製品との比較でRMAN
バックアップ時間を1/3、RMANリカバリ時間を
60%短縮

• データ保護の運用手順を標準化しOracle製品に
精通した技術者不在でも安全なデータ保護・復旧
が可能に

• 同等バックアップアプライアンス製品との比較で
導入および保守コストを25%削減

• Oracle Data GuardとNAS製品による従来環
境の1年分の拡張コストで、HPE StoreOnce 
Systemの新規導入を実現

アプローチ
従来の遠隔地へのバックアップ手段として利用して
いたOracle Data Guardによるデータ保護を、バッ
クアップアプライアンスによる重複排除とレプリ
ケーション機能に置き換えることで、データ保護にか
かる諸問題を解決し、運用面・機材面でのコストも抑
制する。

ITの効果
• Oracle RMANによるバックアップ環境にバック
アップアプライアンス「HPE StoreOnce System」
を採用し、既存のバックアップデータ保存用として
利用していたNAS製品を段階的に撤廃

• Oracle RMANに対応するプラグイン「Catalyst 
Plug-in for RMAN」により、サーバー側で重複排
除を実行しネットワーク帯域の逼迫を解消

• 遠隔地バックアップ運用のみが必要だった環境に
対して、Oracle Data Guardによる遠隔地レプリ
ケーションを「HPE StoreOnce System」の重複
排除とレプリケーション機能に置き換えて運用を
容易にし、データ保護の信頼性も向上
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チャレンジ
創業20年、インターネットの進化とともに
2016年4月、Yahoo! JAPANが日本語での情
報検索サービスを開始して20年を迎えた。月間
PV数699億という国内最大規模のポータルか
ら提供されるサービスの数は、現在ゆうに100
を超えている。ヤフオク!、Yahoo!ショッピング、
Yahoo!ウォレットといった多彩なサービス群
は、私たちの暮らしを豊かに、快適にするだけ
でなく、社会インフラとしての使命を高めてい
る。データ&サイエンスソリューション統括本部 
データプラットフォーム本部 開発3部 DBMS技
術 リーダーの桑島宏明氏は、次のように話す。

「Yahoo! JAPANでは、創業20周年に際して
『UPDATE JAPAN』というビジョンを掲げま
した。情報技術で今ある課題を解決するととも
に、未来志向で日本をより良くしていきたいと
いう決意を込めたものです」

データ&サイエンスソリューション統括本部は、
多種多様なサービスを横断するビッグデータの
分析によって、顧客体験の改善やサービス価値
の向上を目指している。同時に、サービス提供
や分析の実行基盤であるデータベース環境の
設計・構築・運用も担う。同統括本部で扱うデー
タ管理システムは、商用・OSSのリレーショナ
ルデータベースから、オブジェクトストレージ、
Hadoopまで幅広い。

「決済系、顧客管理系といったミッションクリ
ティカルな領域には、商用リレーショナルデー
タベース製品Oracle 11g/12cを採用していま
す。2016年7月、このデータベース基盤のバック
アップおよび災害対策のためのシステムを刷新
しました。従来のOracle Recovery Manager
（RMAN）によるバックアップ、Oracle Data 
Guardによる遠隔地レプリケーションを見直し
たのです」

Yahoo! JAPANは国内屈指の大規模Oracle
ユーザーとして知られる。技術とノウハウの蓄
積も豊富だ。バックアップ／災害対策システム
の見直しを決断した理由はどこにあったのか。

「データ量の増大に伴うバックアップ時間の伸
張、遠隔地レプリケーションの運用負荷の高ま
り、データ保護にかかるトータルコストの増大
が問題となっていました。これらを解決するため

に、重複排除機能を使えるバックアップアプライ
アンスに着目したのです」（桑島氏）

Yahoo! JAPANがデータベース基盤のバック
アップ／災害対策システムに新たに採用した
のは、最先端の重複排除テクノロジーを備えた
「HPE StoreOnce System」である。

ソリューション
HPE StoreOnce Systemの
重複排除テクノロジーを利用
HPE StoreOnce Systemは、複数サーバーの
統合的なバックアップや災害対策に最適なデー
タ保護ソリューションとして急速に支持を伸ば
している。「StoreOnce Catalyst」と呼ばれる
重複排除テクノロジーを搭載し、4Kという細か
な粒度でブロックデータを比較して高い重複排
除率を実現する。最大の特長は、HPEが「連携
型重複排除」と呼ぶ機能にある。バックアップ対
象となるサーバーとHPE StoreOnce System
本体が連携し、重複排除の分散処理を効果的に
実行するものだ。

「データベース環境のバックアップで最も大き
な課題は所要時間の伸張です。データ増により
ネットワーク帯域が逼迫し、1インスタンスあた
り数時間を要している状況でした。バックアップ
に必要な容量も右肩上がりで増えていました。
重複排除によりデータ量を削減すれば、こうし
た状況を大きく改善できると考えたのです」と
同部の佐藤誠氏は話す。

バックアップの対象となるデータベースはお
よそ230インスタンス、データの総量は50TB
に達する。従来はOracle Recovery Manager
（RMAN）を利用し、バックアップサーバーを
介してNASストレージにバックアップを取得し
てきた。これに対してStoreOnce Catalystで
は、RMANと連携して、Oracle DBの稼働する
サーバーからダイレクトにHPE StoreOnce 
Systemへのバックアップが可能だ。

「サーバー側で重複排除済みのデータを送りま
すので、ネットワーク帯域を圧迫することなく高
速なバックアップが可能になると期待しました。
バックアップサーバーとNASストレージをこれ
以上増やさなくていいというメリットも大きな
ものです」（佐藤氏）

ヤフー株式会社
データ&サイエンスソリューション統括本部
データプラットフォーム本部
開発3部 DBMS技術
リーダー　桑島 宏明 氏

ヤフー株式会社
データ&サイエンスソリューション統括本部
データプラットフォーム本部
開発3部 DBMS技術
佐藤 誠 氏

ヤフー株式会社
データ&サイエンスソリューション統括本部
データプラットフォーム本部
開発3部 DBMS技術
井上 和博 氏

ヤフオク!、Yahoo!ショッピング、Yahoo!ウォレットなど―Yahoo! 
JAPANの中核的なサービスを支えるデータベース基盤の「バックアッ
プ／災害対策システム」が刷新された。増大し続けるバックアップデー
タを抑制するとともに、複数データセンター間でのレプリケーション
時間を大幅に短縮したのは、最先端の重複排除テクノロジーを備えた
HPE StoreOnce Systemである。Yahoo! JAPANが構築した本シス
テムは、大規模データ保護におけるコストパフォーマンスの常識を変え
るものだ。
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Yahoo! JAPANでは、数100km離れた複数の
データセンター間で相互にデータを二重化して
いるが、「Oracle Data Guardによるデータレ
プリケーションにも課題があった」と佐藤氏は続
ける。

「Oracle DBのアーカイブログをリアルタイム
転送し保護してきました。しかし、データ量の増
大によって所要時間が伸長するとともに、高負
荷が影響して動作が不安定になっていたので
す。レプリケーションが正常に完了できなかった
ときなどに、Oracle Data Guardに精通した技
術者にしか復旧できないことも問題でした」

桑島氏は、「Oracle Data Guardの運用は私
たちにとって大きな負担でした。これをHPE 
StoreOnce Systemのレプリケーションに置き
換えれば、重複排除によって転送時間を短縮で
きるだけでなく、属人的な運用体制からも脱却
できると考えました」と狙いを話す。

他社製品比で
約3倍のバックアップ性能を実証
Yahoo! JAPANは複数のバックアップアプライ
アンス製品を比較検討した。HPE StoreOnce 
Systemが選ばれたのは、実際に重複排除率と
パフォーマンスを測定した結果、明らかな優位
性が確認できたからである。同部の井上和博氏
は、テスト結果を次のように説明する。

「RMAN レベル0バックアップ（完全バックアッ
プ）、同じく2回目、3回目の増分バックアップの
実行時間と重複排除率を測定しました。さらに、
RMAN完全リカバリの所要時間も測定してい
ます。その結果、HPE StoreOnce Systemで
は他の製品との比較において、バックアップ時
間を1/3～1/2に短縮し、リストア時間を1/2以下
に抑えられることがわかったのです」

比較検討した製品はいずれもサーバー側での
重複排除が可能だったが、実効性能に大きな差
があることが明らかになった形だ。バックアップ
アプライアンスを評価する視点には大きく2つ。
ひとつは「重複排除率」であり、転送するデー
タの絶対量を抑制するものだ。もうひとつは
「転送速度」だ。テストでは、HPE StoreOnce 
Systemは最大120メガビット/秒のパフォーマ
ンスが測定されており、これは他社製品の約2
倍に達する。

同部の山本秀平氏は、「私たちの目的はバック
アップ所要時間の短縮です。重複排除率では大
きな差はありませんでしたが、所要時間に最大
で3倍もの差が出たことに驚いています。重複
排除処理に要する時間の差が、この結果につな
がったものと考えています」と分析する。

システム統括本部  サイトオペレーション本部 
インフラ技術4部ストレージの熱田啓保氏は、ス
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Yahoo! JAPANが行った検証に
よると、HPE StoreOnce（左）が
最大120メガビット/秒を発揮し
ているのに対し、他社製品（右）
は1/2程度の性能にとどまってい
る。この性能差はバックアップ時
間に直結する。

データセンターA データセンターB

バックアップ
高速化

バックアップパフォーマンス検証結果
（対他社製品比）

1/6～1/20に

Oracle RMAN

Catalyst Plug-in for RMAN
重複排除①

重複排除②

バックアップアプライアンス
HPE StoreOnce System

バックアップアプライアンス
HPE StoreOnce System

従来NAS環境比で
レプリケーションデータ量を

RMANレベル0バックアップ（フル）  150分 ⇒ 50分
RMANレベル0バックアップ（2回目）  85分 ⇒ 35分

 85分 ⇒ 37分RMANレベル0バックアップ（3回目）

RMAN完全リカバリ  175分 ⇒ 70分

Oracle
11g/12c



排除が効きやすい特性があるため、最大1/20
まで改善できるものと期待しています。運用が
進むにつれ、HPE StoreOnce Systemのコス
ト削減効果はさらに大きくなっていくはずです」
（山本氏）

「従来は半期に一度、サーバーとNASを購入し
てOracle Data Guard環境を増築してきまし
たが、上限なく拡大していくシステムとコストに
歯止めをかけることができました。Oracle製品
に精通した技術者不在でも安全なデータ保護・
復旧が可能になったこと、バックアップ用ネット
ワークを増強せずに高速化できたことも大きい
ですね」（井上氏）

バックアップアプライアンスを検討する際には、
導入・運用コストの構成要素を知っておくことも
重要だ。StoreOnce Catalystはライセンスコ
スト不要で利用できることに注目すべきだろう。
サーバーの台数やバックアップデータが増えよ
うともコストへの影響が心配ない。他社製品で
はボリュームライセンスが適用されることもあ
るので注意が必要だ。桑島氏が次のように語っ
て締めくくった。

「重複排除ライセンスの有無は、バックアップア
プライアンスの導入・運用コストに大きく影響し
ます。結果として私たちは、半期に一度Oracle 
Data Guard環境を増築するのと同等のコスト
で、HPE StoreOnce Systemによる『バック
アップ／災害対策システム』を構築することが
できました。本システムは、大規模データ保護に
おけるコストパフォーマンスの常識を変える好
例となるに違いありません」

詳しい情報

HPE StoreOnce Systemについてはこちら
www.hpe.com/jp/ja/storage

“データ保護の信頼性の向上、重複排除による転送時間の短縮、自社の
標準化方針への合致―すべての要件を満たしながら、他社製品の3
倍の性能と導入コスト1/2を実現することが明らかになりました。その
結果、HPE StoreOnce Systemを採用することとなりました”
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トレージ製品を技術視点から評価する立場から
次のように話す。

「Yahoo! JAPANでは8万台規模のサーバーを
運用していますので、インフラ機器と運用の標
準化は重要なテーマです。たとえば、標準ラック
にムリなく収容できるか、メンテナンス時に他
の機器に干渉しないかは仕様書から読み取れ
ないことも多く、実機での確認が不可欠です。
HPE StoreOnce Systemは、ハードウェアの
仕様、ソフトウェアの品質、パフォーマンス、可用
性のすべてにおいて私たちの要求に合致して
いました」

同じ実効容量で本体を比較すると、H P E 
StoreOnce Systemは高さ4U、奥行きは一般
的なラックマウント型サーバーと同じ750ミリ
だ。これに対して、比較対象となった機種は高さ
10U、奥行きは901.7ミリとおよそ150ミリ長く、
標準ラックへの収容が難しいという問題もあっ
たという。

「データ保護の信頼性の向上、重複排除による
転送時間の短縮、自社の標準化方針への合致
―すべての要件を満たしながら、他社製品の
3倍の性能と導入コスト1/2を実現することが明
らかになりました。その結果、HPE StoreOnce 
Systemを採用することとなりました」（桑島氏）

ベネフィット
段階的に従来のNAS環境を撤廃予定
HPE StoreOnce Systemは、データ量の増大
に伴うバックアップ／災害対策の課題に、シンプ
ルかつ投資対効果に優れた解決をもたらした。
段階的に既存のNAS製品を撤廃していくこと
で、さらなるコスト削減効果も期待できる。

「従来のNAS環境と比較すると、データ容量は
1/6程度になっています。データベースは重複

ソリューション概略

導入ハードウェア
• HPE StoreOnce System
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