三菱重工業株式会社
名古屋航空宇宙システム製作所 様
デデュープ装置によりバックアップデータ量を1/4に圧縮
国産初のジェット旅客機M R J の開発を基盤で支える
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■マルチベンダーのストレージからのバックアップデータ
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■ 遠隔地のデータセンターへのデータ保全の際、安価な
低帯域回線を利用したい。
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■ MRJ の設計、製造における膨大かつ重要なデータ
を効率的に保管したい。

■ デデュープ装置による重複排除、高圧縮によりバックアップデータ量
を1/4 に削減。
■ デデュープ装置間で重複排除、圧縮後の差分データのみ転送、
安価な低帯域回線が利用可能となりデータのレプリケーション
を実現。
■ 各ストレージのバックアップデータをデデュープ装置で統合、同一
環境内で別筐体におけるバックアップも確立し業務継続性も向上。

「日々の膨大な設計、製造データをリーズナブルに遠隔地のデータセンターに保管するというニー
ズに対応できたのは、当時、富士通だけでした。デデュープ装置の活用により重複排除、高圧縮
後の差分データのみを転送することで課題に応えた上で、災害対策に適した富士通データセンター
の活用などトータルサービスもポイントになりました」
日本の航空宇宙産業をリードする三菱重工業株式会社 名古屋航空宇宙システム製作所。現在、同製作所では、国産初の小型ジェット旅客機 MRJ の
開発プロジェクトが進行中です。開発にあたっての情報システム部門に於ける課題は、膨大かつ重要なデータを、災害対策やコスト抑制も考慮して
いかに遠隔地へデータを保全していくか。同製作所では、富士通のデデュープ（重複排除）装置の活用によりバックアップデータを 1/4 に圧縮し安
価な低帯域回線の利用を実現。マルチストレージへの対応、災害対策に適した富士通データセンターの活用などトータルサービスで効率的なデータ
保全を実現し、MRJ 開発を支えています。
ものづくりへの対応、グローバル化など、さまざまな改革を進め

導入の背景
航空ビジネスの未来を拓く国産初の小型ジェット旅客機
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ら、投資対効果も考慮しながら適切なソリューションを見極めていき
たい。そのために先を見据えた提案も富士通にはお願いしたい」と、

今回、採用の決め手となったのはデ

渡辺氏は語ります。

デュープ装置の活用でした。「日々の

ビジネスはもとより日本の子供たちの夢を担う同製作所のものづく

膨大な設計、製造データをリーズナブ
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るというニーズに対応できたのは、当
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置の活用により重 複 排除、高圧 縮後
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三菱航空機（株）提供

採用の理由を説明します。
今回のデータ保 全の仕 組みは、マルチベンダーの各ストレー
ジにおけるデータのバックアップを、バックアップソフトによりデ
デュープ装置に落とし込み、遠隔地にあるデデュープ装置との間
でレプリケーションをおこなうというものです。「マルチベンダーの
ストレージなどをインテグレーションするときのさまざまな課題に
も、構築を担当する富士通エフサスには適切に対処していただき
ました」と、渡辺氏は富士通の提案力も高く評価します。
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名古屋航空宇宙システム製作所
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■ 名古屋航空宇宙システム製作所 MRJ 遠隔地バックアップシステム構成図
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富士通コンタクトライン

0120-933-200
受付時間 9:00〜17：30
（土・日・祝・年末年始を除く）
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