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エグゼクティブサマリー 
データ保護とストレージストラテジーについて真

剣に検討をする中小事業所（SMB）の管理者が

増えています。管理者たちは、受注、メーリング

リスト、出荷、財務、在庫、販売記録などの多く

の処理が、コンピュータやストレージに依存して

いることを理解しています。まさしく、情報の共

有と保護が不可欠なのです。 

ビジネスの展開速度が加速し、処理速度向上の

ニーズが同時に増えることは、顧客の満足と効

率性のために、チーム間での情報共有が重要と

なります。 

しかし、中小事業所にとって、データ保護と共有

の両方を満たす 善の方法はなんでしょうか？ 

このホワイトペーパーでは、ビジネスデータの共

有と保護に関する選択肢、その利点、ビジネスと

しての選択に関する概要を、専門用語を使わずに

簡潔にお伝えします。また、事故、災害、盗難

からデータを保護することができる方法につい

ても学び、ビジネスをより生産的に、柔軟にす

る方法について学ぶことができます。 

クラウドストレージを理解して  
ビジネスに生かすには  
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はじめに 
中小事業所は、重要なビジネスデータをどのよ

うに共有するかという問題と、そのデータをど

のように保護するかという問題の 2 つの問題に、

しばしば直面します。以前はこれらが別々の問

題であり、費用のかかる問題であると考えられ

ていました。しかし、今日は、手頃な価格の包

括的なストレージソリューションおよびクラウ

ドストレージが登場し、はるかに簡単に、そし

て手頃な価格で解決することができます。 

データ共有は、低コストで高速なローカルエリア

ネットワーク（LAN）のおかげで、とても簡単に

なりました。コンピュータがイーサネットで接続

されているかどうか、または Wi-Fi で接続されて

いるかどうかにかかわらず、従業員は重要なビジ

ネスデータ、提案、連絡先やクライアントの質問

をすぐに共有することができます。 

しかし、従業員が病気・研修でオフィス外にある

場合はどうなるでしょうか？どうやってそうした

データにアクセスしたらよいでしょうか？本日 

4 時までに提出する提案の 新バージョンを手元に

もっていることをどうやったら確認できますか？ 

以前、データ保護は、オフサイトのデータのコ

ピーを取り、これをトラックに乗せ、必要なデ

ータが届くのを 1 日か 2 日待つことを意味して

いました。これは、コストも高く、エラーが生

じやすいプロセスでした。今日、インターネッ

トでアクセスできるストレージサービス（一般

にクラウドストレージと呼ばれます）は、重要

データのオフサイトストレージを低コストで実

現し、必要に応じて 1 日 24 時間アクセスでき

る、オンデマンドアクセスを実現しています。 

では、重要なビジネスデータの共有と保護の両

方について見ていきましょう。 

共有 
かつて、フロッピーディスク、CD または USB

メモリを手渡しすることによって、ストレージ

は共有されていました。

そして、誰でも利用で

きるネットワークによ

り、ストレージの共有

が簡単で、迅速なもの

になりました。ストレ

ージを共有する も一

般的な方法は、 iSCSI

（アイスカジーと読み

ます）と、ネットワーク

接 続 ス ト レ ー ジ

（NAS）の 2 つです。

それぞれ役割と重要な

利点が異なります。 

ローカルに接続したデ

ィスクのように見える 

iSCSI デバイス（たと

えば C ドライブのよう

に見える）は、実際は、 

ネットワークを経由し

てアクセスします。 

iSCSI デバイス上のデ

ータは、データを保存

したコンピュータだけ

でしか読み込めないの

で、データの共有が難

しくなります。 

NAS デバイスに保存し

たファイルは、パーミッ

ションがあれば任意のシ

ステムから読み込むこと

ができるので、ネットワ

用語集  

iSCSI：ネットワークを介してローカ

ルに接続されたディスクをエミュレー

トするプロトコル。ローカルディスク

のように、接続されているシステムだ

けで読み込むことができます。 

NAS：許可されたシステムがネット

ワーク経由でファイルにアクセスが

できるようにする、ファイルストレ

ージデバイス。 

クラウド：インターネットでアクセ

スできるストレージまたはソフトゥ

エアなどのサービス。この用語は、

外部ネットワークを示す雲の形をし

た図形に由来しています。 

プライベートクラウド：民間団体が

私的使用目的で所有、または展開し

ているインターネットでアクセスで

きるサービス、または資源 

パブリッククラウド：誰でも利用でき

るインターネットサービス（無料また

は有料）。 

ハイブリッドストレージ：パブリッ

ククラウドサービスまたはプライベ

ートクラウドサービス対応のローカ

ルストレージの組み合わせ。一般

に、要求があった場合のみパブリッ

ククラウドが使用されます。 

レイテンシ（遅延）：リクエストから

応答までの時間。Web サービスの遅延

が少ないことは、ユーザーの注意を保

つために不可欠であり、通常ローカル

ストレージに求められることです。 

プロビジョニング：ストレージまた

はサーバーとしてリソースを展開す

るプロセス。 
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ークを介して簡単に情報を共有できます。そのた

め NAS システムは非常に人気があり、ストレー

ジ市場の年間成長を支える一部となりました。

NAS デバイスは、iSCSI のシステムよりも設定

や管理が簡単です。NAS をデータ共有のために選

択するのは疑う余地がありません。 

データ保護 
すべてのデータ保護を 1 つのストラテジーの中心

に展開：異なるデバイス上のデータをコピーしま

しょう。その理由は？1 つのデバイスに、100％

頼ることはできません。火災、洪水、台風、地震、

盗難、停電を考慮すれば、1 つのストレージに

100％頼ることができないことは明白です。 

データをオフサイトに安全に保存できることは、

クラウドの重要な特長の一つです。過去 2 年間

で、主要データの損失を被った企業の 80％が廃

業しているという研究報告があります。 

パブリッククラウドまたはプライベートクラウ

ド上に重要データを安全に保存することができ

ることに、クラウドストレージが生み出す 大

の利益があります。このようなオフサイト、実

績のある製品システムは、訓練された経験豊か

な管理者によって管理されます。こうした管理

者を雇用する余裕のある企業は少数です。 

クラウドサービス 
クラウドが話題となる背景には、インターネット

規模の IT アーキテクチャであること、Google や 

Amazon によって開拓されたこと、従来のエンタ

ープライズ IT システムよりもコストがはるかに

低いことなどがあります。中小事業所に も人気

のあるクラウドサービスは、重要なビジネスデー

タを保存するサービスです。その理由は？クラウ

ドサービスが、データを自然災害や盗難の被害に

あわない安全なオフサイトに置き、バックアップ

と組み合わせたサービスとなっていることが、そ

の理由です。 

パブリッククラウド 

名前が示すように、パブリッククラウドサービ

スは、クレジットカードとインターネット接続

があれば誰でも利用できるオープンなサービス

です。オンラインファイルストレージなどのシ

ンプルなものから、Salesforce.com のようなビ

ジネスソフトウェアアプリケーションまで、サ

ービスは幅広くあります。たとえば、パブリック

クラウドサービスの例として、アマゾンの Simple 

Storage Service または S3 があげられます。他

の企業もパブリックストレージサービスを提供し

ていますが、これは、世界 大のパブリックオン

ラインストレージサービスです。 

パブリッククラウドサービスには、2 つの重要

な利点があります。 

• 通常、クレジットカードを使用してオンライ

ンで必要なストレージを注文すると、数分で

使用が開始できます 

• 資本コストは伴いません。費用は経費の範囲

内に収まり、会計処理も簡単です 

プライベートクラウド 

プライベートクラウドは、インターネットでア

クセスできるサービスで、ビジネスまたは組織

に維持され、用いられるものです。プライベー

トクラウドは、パブリッククラウドのように迅

速なプロビジョニングや資本コストの低さとい

う利点はありませんが、いくつかの重要な利点

があります。 

• コントロールと安心：データは、通常自分の

ネットワーク内に、いつでもあることを知っ

ています 
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• 短期間で使用を開始：高速ローカルエリアネッ

トワークを使用して、初期データのコピーをオ

フィスで行えます。インターネットを介してパ

ブリッククラウド上で数日、時には数週間かけ

てコピーするよりも素早く行えます 

• 迅速な復元： も重要なことは、インターネ

ットを介してパブリッククラウド上から必要な

データを読み込む時の通常の速度より、はるか

に高速に読み込むことができることです 

ハイブリッドクラウドストレージ 

ハイブリッドクラウドストレージは、オフサイ

トのパブリッククラウドのデータコピーと、ロ

ーカルのオンプレミスストレージを組み合わせ

たものです。このソリューションでは、両方の

重要な利点を提供することができます。ローカ

ルストレージ高速で費用がかかりません。ロー

カルストレージは、企業の特別な要件に合わせ

て構成し、物理的に安全を確保することができ

ます。また、パブリッククラウドストレージを

使用すると、重要なビジネスデータをバックア

ップして災害に備えたコピーを作成することが

できます。一部の NAS システムは、一般的な

パブリッククラウドサービスに簡単に統合でき

るように設計されています。ローカルで頻繁な

データアクセスを提供しながら、重要なビジネ

ス情報を保護するために、シンプルに設計され

ています。 

SMB ストレージソリューションに関

する重要検討事項 
データの共有と保護が行えることがいかに重要で

あるかに加えて、キーとなるテクノロジー、運用

上の不可欠な事項（保護と復元）についてこれま

で見てきました。こうした要素を考慮しながら、

ビジネスのための実用的なストラテジーを作成す

るには、どうしたらよいでしょうか？ 

運用上の事項 

データ保護は、 優先事項です。そのためには

費用がとてもかかるように思えますが、ストレ

ージで費用がかかるのは、パフォーマンスにつ

いてであり、データ保護についてではありませ

ん。テクノロジーが進歩したため、$50,000+

ストレージシステムが提供するパフォーマンス

を必要とする中小事業所はごくわずかです。 

データ保護 

信頼性が高くて経済的なビジネス用途のストレー

ジを見つけるためのヒントがここにあります。 

以下のような機能を持つストレージシステムを

探しましょう： 

RAID によるデータ保護：データがミラーリン

グ(RAID 1)またはパリティ(RAID 5)で保護され

るかどうか確認しましょう。すべてのデータが

ディスクドライブの故障に対する保護を持って

いる必要があります。なぜなら、すべてのディ

スクドライブは故障する可能性があるからです。 

二重の電源供給へのサポート：特に書き込み時

の電源喪失は、データを破損する場合がありま

す。2 つの電源コードプラグを UPS に接続す

れば、危険は消滅します。 
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エンタープライズクラスのディスクドライブ：コ

ンシューマ向けディスクドライブは、エンタープ

ライズクラスのディスクドライブに比べてデータ

の整合性が低い場合がしばしばあり、RAID 5 を

使用しているときには、危険です。エンタープラ

イズクラスのディスクドライブは、コンシューマ

向けディスクドライブよりも著しく高い MTBF

（平均故障間隔）を誇っています。 

RAID 5 は、ディスクドライブ 1 台が故障しても、

これを復元することができます。故障したディス

クドライブを交換したら、新しいディスクドライ

ブに喪失したデータを再構築することができます。 

しかし、コンシューマ向けディスクの場合、喪失

データの再構築の際に修正不能なエラーが発生す

る可能性が 40％と高くなる場合があります。2 番

目のエラーが見つかった場合、RAID 5 システム

が再構築プロセスを完了できず、すべてのデータ

が失われる可能性があります。 

エンタープライズクラスのディスクドライブの

場合、優れたデータの整合性を提供するため、

このような事態に至るリスクは、はるかに小さ

いものです。さらに、アプリケーションの起動

や実行に役立つエラー処理拡張機能を RAID が

使用することをドライブは想定しています。 

復元 

何らかの故障や障害が生じた場合、収益性の高い

業務を再開する上で も重要な課題が、ビジネス

データの復元です。 も迅速な復元方法は、ロー

カルの利用可能なストレージで行う方法です。災

害やローカルストレージが利用できない場合は、

パブリッククラウドストレージからデータを復元

することもできます。 

たとえば、従業員 20 名の事業所の重要なビジ

ネス情報が 500 ギガバイトあるとします。そこ

には、パブリッククラウドにバックアップされ

ている電子メール、マーケティング用印刷物等、

会計および財務データも含まれているとします。 

高速 30Mb/s のインターネット接続に投資し、

クラウドサービスプロバイダに帯域幅があると

仮定した場合、毎分 180 メガバイト、または毎

時約 11GB の速度でデータを復元することがで

きるはずです。しかしながら、それでもすべて

のデータを復元するには、約 46 時間かかりま

す。これは、一部のパブリッククラウドバック

アップサービスが、ハードディスクドライブにデ

ータを転送する際に、顧客に夜間オプションを提

供している理由でもあります。夜間オプションに

より、顧客にはるかに高い帯域幅を提供し、より

迅速に実行することができるようになります。 

管理 

ほとんどの中小事業所では IT 専門のスタッフ

が不在のため、いくつかの基準でストレージソ

リューションを評価する必要があります： 

使いやすさ：ストレージソリューションを使用

し始めるには、製品設定が簡単なことが不可欠

です。誰でも使い始められることが、簡単な管

理の継続と、長期的問題なく使用できることに

つながります。たとえば、新しい PC にインス

トールし、バックアップが必要となるたびに、

毎回 IT コンサルタントを呼び出すことをお勧め

したくありません。 

費用：総所有コスト(TCO)を見てみましょう。

先行投資に、ハードディスクドライブのコスト

が含まれていますか？ご使用の環境にソリュー

ションをインストールおよび構成するための費

用としては、何がありますか？ソリューション

には、ビジネスデータを保護するために必要な
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すべてのソフトウェアが付属していますか？従

業員のコンピュータをバックアップするためのソ

フトウェアライセンス費用が含まれていますか？

また、今後予想されるビジネス成長にあわせてソ

リューションを将来拡張することを考慮に入れる

必要もあります。 

自動化：複数のテープやディスクドライブの入

れ替えが必要な複雑なスキームは、中小事業所で

はほとんど成功していません。データ保護が自動

実行できるソリューションを探しましょう。自

動バックアップおよびクラウドへのバックアッ

プの両方が、重要な要件となります。 

復元：ビジネスを再起動させるためには、素早く

誰でもが実行できる復元方法が準備されているこ

とが重要です。今日のような、何事においてもペ

ースが速い世界では、ベアメタルバックアップ・

ベアメタルリカバリ機能は、ファイル/フォルダの

復元機能と同様に重要です。Windows®、Linux®、

および Mac®システムを、ネットワークストレー

ジへのバックアップするソフトウェアは多数あり

ます。このようなプログラムをインストールして、

毎晩自動バックアップを行うように構成すること

ができます。 

中小事業所のためのストレージス

トラテジーは何でしょう？ 
サポートリソースが限られている中小事業所のオ

ーナーとして、自分自身に対しても、友人やクラ

イアントにも言えることはこのようなことです。 

すべてのデータがセカンダリストレージにコピ

ーされていることを確認しましょう。これには

ストレージデバイスにネットワーク上のコンピ

ュータをバックアップすることが含まれていま

す。ストレージデバイスは、 悪のタイミング

で故障することが往々にしてあります。私はい

つもデータのコピーを少なくとも 2 つ持つって

います。重要なデータについては、私は 3 つ以

上のコピーを持っています。データを失ったと

き、これを再作成するコストに比べて、ストレ

ージは安価です。大いに利用しましょう。 

NAS ストレージデバイスを、中央ストレージリ

ポジトリとして使用しましょう。NAS ソリュー

ションには、ビルトイン RAID 保護、パブリッ

ククラウドストレージサービスへの統合をなど

のさまざまなものがあります。これらの機能は、

他のユーザーがデータを使用できるようにし、

クラウドストレージサービスに重要データをバッ

クアップするシングルポイントも提供します。

また、NAS は、上記の「運用上の事項」で説明

した機能を持つ必要があります。 

重要データは NAS ストレージデバイスにコピ

ーして、クラウドのバックアップサービスにコ

ピーする必要があります。 悪の事態が発生し

た場合でも、重要データはビジネスの継続に役

立ちます。 

私の中小事業所では、フルタイムの IT 担当者

がいません。そのため、ストレージソリューシ

ョンの製造元が確かで、中小企業の予算に適し

た手間のかからないサポートプランとサービス

を提供してもらえることが重要です。 

おわりに 
中小事業所におけるデータ保護の重要性は、こ

れ以上強調することはできません。今日のすべ

ての中小事業所にとって、データ保護と復元の

ストラテジーを持つことは重要です。 

データ保護と復元は、以前は非常に IT 中心の複

雑な問題であり、高価なため大企業だけがこれに

対応することができました。ストレージシステム

のための新しい市場が開かれるようになり、費
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用対効果だけでなく、IT スタッフを必要としな

い管理のしやすさ、エンタープライズクラスの

機能が提供されています。これらのストレージ

システムは、一般的に 4～8 台のハードディス

クドライブ、内蔵サーバーを搭載し、使いやす

い管理ソフトウェア、および数 TB のデータを

保護するバックアップ機能を持っています。 

「ひとつのかごに全ての卵を入れてはいけない」 

という古いことわざは、中小事業所のストレー

ジソリューションには当てはまりません。ハイ

ブリッドクラウドストレージ、ローカルとクラ

ウドストレージの 良の組み合わせは、高速な

処理もオンサイトストレージのコントロールも

実現でき、災害時対策のコピーも安全なオフサ

イトに保存できるので安心できます。 
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