
  導入の背景

仮想化基盤への移行で 
バックアップが課題に

　慶應義塾大学の情報基盤に関する研究、教育の支援
と IT システムの円滑な運用を目的として 1999 年に
発足した慶應義塾インフォメーションテクノロジーセ
ンター（以下、ITC）。ITC 本部とキャンパス毎に設
置された三田 ITC、日吉 ITC、信濃町 ITC、理工学
ITC、湘南藤沢 ITC、芝共立 ITC の 6 組織で構成され、
それぞれが高速ネットワークで相互接続している。そ
んな ITC の中でも情報基盤の先端的な研究と教育支
援、運用をリードしてきたのが湘南藤沢 ITC だ。
　湘南藤沢 ITC の所長で慶應義塾大学 環境情報学部 
准教授の植原 啓介氏は、同 ITC の特色を「キャンパ
スワイドのネットワークをいち早く構築し、新しい取
り組みを積極的に展開してきました。自由にトライア
ルを行い、その成果を全体に広めていく文化を持って
います」と紹介する。
　湘南藤沢 ITC が管理運用する IT システムは、学生と
教職員含め計 6,000 ユーザー規模となる。学生・教職
員向けの多くのシステムの構築と運用を内製化してお
り、2011年からシステム基盤を仮想化に移行を加速
させている。現在、物理サーバ 50台と260台超の仮
想サーバが稼働しており、仮想化基盤には、メールサー
バ、Webサーバ、LDAP サーバ、DNS サーバや計算
用サーバといったほとんどのシステムを移行済みだ。
　そのような中課題になったのが、仮想化基盤のバッ
クアップであった。湘南藤沢 ITC 主任の山方 崇氏は
バックアップの課題について「仮想サーバが構築しや

すくなったことで仮想化基盤上のサーバ台数や容量も
格段に増えました。これまでは rsync などのデータ
同期ツールを使って仮想マシン毎に必要なデータや設
定ファイルをバックアップしていましたが、台数と容
量が増えたことでそうした運用も難しくなってきてい
たのです」と話す。
　仮想化基盤では、データストア上の仮想マシンファ
イルをバックアップすることは比較的簡単に行える。
だが、1 台当たり数百 GB にも達するファイルをバッ
クアップするには膨大な時間が掛かる。一方、従来の
ような運用を続けると台数の増加と共に管理が複雑化
し、万一のトラブルの際に復旧が難しくなることが予
想された。できるだけ手間を掛けずに大量のデータを
保護するにはどうすればいいか。そんな時に出会った
のがバックアップアプライアンス「Rubrik」だった。

  導入の経緯と選定理由

「意識しなくても安定した運用ができる」
ことを評価

　湘南藤沢 ITC では、仮想化基盤のバックアップに
あたり、大きく 3 つの要件を検討した。1つめは、バッ
クアップに掛かる工数の削減だ。仮想環境では、サー
バのデプロイは一瞬でできるようになるが、サーバの
バックアップはこれまで通りそれぞれに異なるバック
アップポリシーが必要になる。このため、仮想マシン
の台数と容量が増える以上に、バックアップの時間と
工数が増加していた。
　2 つめは、バックアップ取得ミスを減らすことだ。
ファイルや設定ファイルを同期する場合、サーバの動
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●● SLAポリシーに沿った自動バック
アップで運用負荷を激減させた
●● インスタントリカバリ機能で簡単・
迅速に復旧できるようになった
●●クラウドへのアーカイブを視野に入
れたバックアップの仕組みが構築
できた

●● 仮想環境のバックアップに失敗し
たり、運用に多大な時間と手間が掛
かったりしていた
●● 運用が複雑化し迅速なリカバリが
できなくなる懸念があった
●●災害対策として業務継続を迅速に
行う環境を整備したかった
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作状況によって、正しくバックアップが取得で
きないことがある。このため、バックアップが
正しく取得できているかを毎日チェックする必
要があり、負荷が高まっていた。
　3 つめは、正しく短時間でリカバリできるこ
とだ。バックアップ作業が複雑になると、リカ
バリに掛かる作業負荷は高くなる。仮想マシン
のスナップショットを取得し、必要な時にス
ナップショットをマージするという運用も検討
したが、手順が複雑になりやすく、有事の際の
リカバリミスが懸念されていた。
　こうした要件を満たすバックアップ製品を探
していた時、ノックスから提案されたのが
Rubrik だった。山方氏は、操作デモを見た際
に「簡単な操作でバックアップ運用ができるこ
とに衝撃を受けました」と当時を振り返る。す
ぐに評価機を使った検証を開始し、3 つの要件
を満たすことができるかを確認していった。
　山方氏は、評価のポイントについて「システ
ム運用においてバックアップは非常に重要です
が、バックアップ運用に手間をとられてシステ
ム運用そのものに支障が出るのは問題です。意
識しなくてもきちんと運用できる点に大きな魅
力を感じました」と話す。
　また、植原氏も「ユーザーの立場から見ると
バックアップをどう取得するかは大きな問題で
はありません。大事なのは、機器や人のアサイ
ンなどを含めて、キャンパスのネットワークを
安定して運用できる環境を整備すること。
Rubrik はそれを実現するには最適なソリュー
ションでした」と評価する。

  導入の効果とメリット

高速検索してその場でリカバリ可能

　2016 年 5 月から検討を開始し、検証と評
価を経て、2016 年 12 月に Rubrik の採用を
正式に決定。2017 年 1 月に機器を導入して、
同年 3 月から本格的な運用を開始した。実際
に運用を開始してみて、その導入効果に改めて
驚いたという。
　まず、バックアップに掛かる工数が劇的に削
減され、バックアップ取得ミスが皆無になった。
これまでは、バックアップのポリシーは稼働す
るサーバ毎にスクリプトを作成し、スクリプト
が適切に処理されているかを毎日確認する必要
があった。これに対し、Rubrik では、仮想マ
シンやフォルダを対象に「バックアップ取得頻

度」と「データ保持期間」を SLA として決め
るだけでよい。この SLA ポリシーに沿って自
動でバックアップが取得され、問題が起きた際
にはアラートで知らせてくれるようになった。
　運用を担当している湘南藤沢 ITC の森川　
祐輔氏は「スマートフォンのような感覚で操作
ができ、運用や設計に専門的な知識は必要あり
ません。日々の運用は全く必要なくなり、空気
のようにバックアップ運用を行うことができる
ようになりました」と、その効果を明かす。
　また、正しくリカバリできるようになった効
果も大きい。山方氏が特に驚いているのは、高
速に検索結果を出力できる検索画面と、検索し
たその場でリカバリできるユニークなインター
フェースだ。「キーワードを入力して検索する
と、必要なデータがどこに保管されているかが
すぐに確認できます。その場で仮想マシンや
ファイルを指定することで簡単に高速なリカバ
リを実現できます」と山方氏。Rubrik 上の仮
想 マ シ ン は、NFS デ ー タ ス ト ア と し て
vCenter に直接マウントすることができる。
このため、データをストレージ装置に戻さずに
一瞬でリカバリすることができる。
　インスタントリカバリと呼ばれるこの機能
は、災害対策でも有効だ。Rubrik を災害対策
サイトとして稼働させておくことで、メインサ
イトに障害が起こった時に、災害対策サイトの
Rubrik にバックアップした仮想マシンをその
まま高速に立ち上げることができる。山方氏は

「その他にも、既存の NFS ストレージ装置をマ
ウントしてアーカイブ容量を拡張したり、
REST API で既存環境と連携したりと、様々な
使い方ができることも魅力です」と話す。
　さらに、ファイルがどこにあってもローカル
と変わらない操作性と高速性を実現しているこ
とにも効果を感じている。森川氏は「検索性を

損なわずに、様々なストレージを効率よく利用
できるようになりました」と評価する。

  今後の展開と製品への期待

湘南藤沢キャンパスの 
自由な取り組みを支える基盤に

　さらに山方氏は、こうした Rubrik が提供す
る様々な機能は、バックアップ運用に対する安
心感に繋がっていると話す。
　「IT システムの導入には何かしらのトラブル
がつきものです。ただ、このRubrikについては、
全く苦労しませんでした。機器の初期セット
アップは 30 分程度で容易に完了してしまった
だけでなく、ポリシーの設定、日々の運用、何
かあった時の対応に至るまで、なに一つトラブ
ルらしいトラブルに遭っていません。IT 担当
者として、とても心強い製品です」（山方氏）
　その上で植原氏は、新しいバックアップ基盤
が構築できたことの意義についてこう説明す
る。「データを常にバックアップして、何かあっ
た時には迅速にリカバリできることでデータに
対する安心感が生まれました。湘南藤沢キャン
パスは、新しいことにどんどんトライすること
が大きな特色です。新しいチャレンジにはハラ
ハラとさせるような心配事もつきものです。
バックアップ運用に対する安心感は、湘南藤沢
キャンパスの自由な取り組みを支える基盤にも
なっているのです」
　Rubrik は仮想環境だけでなく、一部の物理環
境のバックアップにも既に対応している。湘南
藤沢 ITC はこの点においても期待しており、将
来的にはRubrik を使って物理環境もバックアッ
プすることを視野に入れつつ、今後も新しい
チャレンジに向けて取り組みを加速させていく。
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