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エグゼクティブサマリ

データの墓場から宝石箱へ
SNSにアップロードされた写真や動画は、アップロードされた直後は頻繁にアクセスされるが、
数日でアクセス頻度が急激に低下する。このように、アクセス頻度の低下したデータを“コールド
データ”と呼び、コールドデータを長期保存するための受け皿が“コールドアーカイブ”である。
従来、コールドデータは「価値の低下したデータ」であるかのように捉えられてきたが、近年では
将来の企業価値を生み出す重要な資産として位置付けられている。IoT対応機器の普及に伴い、今後
は収集情報量がさらに増加の一途をたどる見込みだが、それらのビッグデータ（＝その大半をコー
ルドデータが占める）を確実にアーカイブして人工知能（AI）で解析し、新しい価値創出につなげる、
というプロセスが次世代型産業発展のためには欠かせない。

コールドアーカイブに最適なストレージとは
最適なコールドアーカイブを実現するには、
「見読性・真正性・保存性」といったアーカイブのため
の諸要件を満たしつつ、長期保管コスト（TCO：Total Cost of Ownership)を大幅に低減できるよ
うなストレージの選択が望まれる。
ストレージ側に求められる物理的特性としては、改ざんされない記録方式であるか否か、不揮発
なメモリであるか否か、100年程の長寿命であるか、互換性やランダムアクセス性の有無、そしてそ
れらの結果としての長期保存コストの最小化などが挙げられる。

例1：中国華録集団有限公司（中国）
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例2：富士通（日本）
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例3：ライデックス社（ロシア）
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度の低下したデータ量、及びそのコピーとして“ディープアーカイブ”層に記録されるデータ量が急

5．活用分野の広がり

18

増しつつある。そのようなデータを大量に長期間保存するためには、ストレージの空間利用効率（例

光ディスクの用途拡大を加速させる要素
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また、近年は階層型のストレージにおいて、“アクティブアーカイブ”層に記録されるアクセス頻

えば面積あたりの容量）に優れていることが求められる。

• 非構造化データのコールドアーカイブ
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• データセンターにおけるコールドアーカイブ

18

既存のストレージの特性を比較した結果、上記条件をすべて満たしているのは現時点で光ディス
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クのみである。業務用光ディスク規格「アーカイバル・ディスク（Archival Disc）」の大容量化ロード

光ディスクの利点を活かした用途例
1. 長期アーカイブ用途

19

2. バックアップ用途
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3. ビッグデータの保存用途

19

コールドアーカイブ市場の変革に向けて

1

1

マップで指し示すように、コールドアーカイブ用途のストレージとしては、将来的にも光ディスク
が最も高い適性を維持し続ける可能性が高い。
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長年、民生用及び業務用途の光ディスク市場を牽引し続けてきたパナソニックは、近年、エンター
プライズ市場におけるコールドアーカイブ分野においてもその存在感を発揮しつつある。本稿にお
いては、パナソニックが生み出した大容量の光ディスクデータアーカイブシステム「データアーカ
イバー」の独自性と、新たなソリューションや用途例の広がりについても紹介する。

コールドデータの爆発的な増大
全世界のデジタルデータ生成量は、2020年には44 ZBに達する見込みだ。これは必ずしもスト
レージされるデータ量とイコールではないものの、全世界の個人や企業の保有データ量が年々増加
するという動向に変わりはない。このうち、企業側のデータセンターなど、エンタープライズ市場に
おけるストレージデバイスのデータ容量の推移は図2のように予測できる。
プライマリーストレージは高速HDDとSSD、アクティブアーカイブはニアライン用HDD、
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ディープアーカイブはテープと光ディスクの合計値を使用した。HDDとSSDの寿命は約4年、テー

コールドアーカイブの需要動向

プは最大30年、光ディスクは50年以上として累積容量を算出している。
注目すべきは、全体容量の90％前後がコールドアーカイブ用途のストレージ（アクティブアーカ
イブ＋ディープアーカイブ）であることだ。生成データ量の増加に比例してコールドデータも増加

ストレージの階層化

するため、ストレージの容量は増加し続ける。2015年から2020年までの累積容量の年平均成長率

コールドデータを扱うストレージは、図1の階層図で定義するように、アクティブアーカイ
ブ(Active Archive)、ディープアーカイブ(Deep Archive)、オフラインアーカイブ（Off-line

（CAGR）は 25.3％の増加を示し、2020年には1.8 ZBものストレージ容量がコールドアーカイブ
用途として実稼働状態にあると見込まれる。

Archive）という階層に分類される。アクティブアーカイブとは、データの書き換えはほとんどない
ものの、しばしばアクセスがあるため一定の読み取り速度が求められる状態である。ディープアー
カイブ及びオフラインアーカイブとはアクセスがほとんどない状態であり、低コストで安全に長期
保管できることがストレージの最優先条件となる。

図1

エンタープライズストレージの累積容量の推移予測（単位：EB）

図2

階層型のストレージ管理
ニアラインストレージ
コールドストレージ

2000.0

オフラインストレージ

プライマリー
ストレージ

・アクセス頻度がある程度低下したデータ用のストレージ。
・アクセスに対し、比較的早い応答を必要とする。
・所有データが小～中規模の場合は、プライマリーストレージのみのケースも多い。

アクティブアーカイブ

（HDD）

大規模なデータセンターにおいて、時々
アクセスされるデータ保存用のストレージ。

（SSD, HDD）

ディープアーカイブ

（光ディスク、テープ）

滅多にアクセスされない
データ用の 3 次ストレージ。
安全かつ低コストでの長期
保管が求められる。

オフラインアーカイブ

1500.0

累積容量（EB）

セカンダリー
ストレージ（HDD）

1.8 ZB
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プライマリーストレージ

（SSD, HDD）
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（光ディスク、テープ）
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（光ディスク、テープ）

※HDD と SSD は 4 年累積、光ディスクとテープは 100％累積として試算。
出典：Fujiwara-Rothchild, Ltd.
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出典：Fujiwara-Rothchild, Ltd.
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例えば、米国国土安全保障省（DHS）配下の情報セキュリティ対策組織であるUS-CERT（United

コールドアーカイブが必然である理由

States Computer Emergency Readiness Team）では、データバックアップ時の推奨オプショ

世界最大のストレージ業界団体であるSNIA（Storage Networking Industry Association)の日
本支部のアンケート調査では、日本国内の企業の82％がコールドデータのストレージに興味がある

ンに関する通達文書の中で、データ損失リスク低減のための「3-2-1ルール」を提示している。その概
要を下記図4に示す。

と答えている※。コールドデータをアーカイブする目的としては、主に下記図3の5点が挙げられる。
※SNIA日本支部への取材結果に基づく。

図4

3

（1）～（3）は基本的要件であり、
（4）
（5）はデータ損失リスク低減のための方法論である。
アーカイブの目的

図3

コンプライアンス
アーカイブ

（1）

・法規制対応（公文書管理法、電子帳簿保存法、e- 文書法、PL 法、SOX 法、医師法等）
・業界ガイドライン対応（金融、医療、製薬、建設業、製造業）
・各種ステークホルダーへの説明責任、記録を必要とする ISO の標準対応等

歴史的資産、
映像資産などのアーカイブ
データ分析
アーカイブ

・ビッグデータの収集、解析による価値創成
・科学研究分野の実験データや観測データの収集、共有

（3）

アクティブアーカイブの
ミラーリング

2

つ以上の
コピーを確保

種類以上の
記録メディアを使用

1

つのオフサイト
保存先を確保

プライマリー
ストレージ

・公文書館、図書館、博物館等における歴史的資産のデジタル化とアーカイブ
・映像・放送業界における映像資産のアーカイブ
・企業文化や企業内知識継承のための企業アーカイブ

（2）

「3-2-1 ルール」の概念

（4）

・アクティブアーカイブの 2 重保管のため、異なる種類のストレージに保管

災害対策
（5）
アーカイブ

・自然災害等からデータを守るため、オフサイトへデータコピーを保管
（物理的なストレージやクラウドストレージを利用）

アクティブ
アーカイブ
ディープ
アーカイブ

磁気記録

（ HDD, テープ )

光学記録

( 光ディスク )

オフサイトもしくはクラウド

3-

3つ以上のコピーを作成すること。プライマリーストレージ以外に、2つのバックアップが必要。

2-

2種類以上の記録メディアを使用すること。異なるタイプの危険からデータを守るためである。

1-

1つのコピーはオフサイト（物理的に離れた拠点）に保管すること。

この3-2-1ルールに関する理解は、世界の国家・企業に広がりつつある。価値あるデータを消失リスクか
ら守るために、本ルールの完全あるいは部分的な実践が求められる。

出典：Fujiwara-Rothchild, Ltd.

上図の中で、(4)のアクティブアーカイブのミラーリングは、今後急速に拡大するとみられる。
SNS事業者などが保有する巨大なデータセンターでは、アクセス性を備えたアクティブアーカイブ
用ストレージ(HDD)でコールドデータを保存しているが、これらは長期保存には適さないストレー
ジである。そこで、低コストで長期保存可能な他のストレージにもデータのコピーを保存しておけ
ば、万一アクティブアーカイブ側でデータが破損しても、オフラインバックアップによるリストアの
場合より迅速にファイルリストア可能である。

ストレージに求められる物理的特性
先に図3で示したアーカイブの目的実現のために、ストレージ側は図5に示す三大要件「見読性」
「真正性」
「保存性」を満たす必要がある。そうすれば、保存期間中いつでも必要なデータを読み出し、
内容が不正に書き換えられない状態を担保できる。この三大要件にマッチしないストレージは、アー
カイブ用途に適しているとは言えない。また、上記三大要件に次いで重要なポイントとしては、
「検索
性」
「環境性」
「機密性」
「経済性」が挙げられる。

国家レベルのセキュリティ要求例
国家レベルの重要データをアーカイブする時は、二重三重の安全対策が施される。よって、その
アーカイブ手法は、高いレベルのセキュリティを必要とする民間事業者にとっても有効となりえる。
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図5

アーカイブの要件
見読性

・記録された情報を、PC 等を用いて直ちに表示あるいは書面に出力できること。

・５０～１００年後でもデータを読み出せること。そのために、ドライブやソフトが読出し装置
として機能していること。

・完全性：文書の作成者・作成時期を確認できること。また、紙文書と電子化した文書の同一性を

完全性・真正性

確認できること。
・真正性：保存期間中に文書が改ざん・消去されないこと。万一改ざんされた場合は、その事実が
確認できること。

光ディスクアーカイブの優位性

アーカイブの要件から見た評価ポイント
アーカイブの要件を満たせるかどうかは、各ストレージの物理的特性に起因する。下記図7に挙げ
る項目について、個々に詳説する。また、参考までに、長期アーカイブの観点から見たクラウドサー

保存性

・法令や組織内規定などによって定められた保存期間中、見読性・真正性を確保できること。

検索性

・見読性確保の要件の一つとして、電子化文書等を必要に応じて検索できること。

環境性

・サスティナブルな情報基盤構築のため、CO2 削減など環境負荷に配慮したストレージであること。

機密性

・ 情報へのアクセスが許可されていない者からのアクセスを遮断。情報の盗難、漏えい、盗み見、
改ざん、消去などを未然に防ぐよう管理されていること。

経済性

・導入のための初期費用や継続的運用コストを把握し、低減に努めること。

ビスの留意点についても本章末尾で触れる。

図7

各ストレージの物理特性とアーカイブ適性

上記要件に対する既存のストレージ（HDD、テープ、光ディスク）の適性については、現時点では
下記図6の通り、光ディスクの適性が圧倒的に高い。保存期間の長さに比例して、その優位性はより
顕著となる。

最も優れている

HDD（ニアライン向け）

テープ

データ
セキュリティ

△

△

不揮発性

△

△

長寿命

4 年程度

10 ～ 30 年

耐久性

△

△

長期保管コスト
（TCO）

×

保存性

光ディスク

50 年～ 100 年

ランダムアクセス性

△

転送レート

HDD

完全性・
真正性

△ やや劣る × 劣る

△

出典：Fujiwara-Rothchild, Ltd.

三大要件とストレージ

見読性

優れている

△（2 世代前迄）

互換性
出典：Fujiwara-Rothchild, Ltd.

図6
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×

見読性確保のために、頻繁な交
換や定期的な保守点検などの運
用管理に多大なコスト発生。

×

磁気記録のため書き換え可能。
ソフトウェアなどの手段で対応
必要。

×

メカと一体であり、寿命は 4 年
程度。

テープ

△

2 世代前までの互換性。長期保
管の場合は、頻繁なマイグレー
ションが必要。

△

磁気記録のため書き換え可能。
ソフトウェアなどの手段で対応
必要。WORM 機能あり。

△

30 年程度の保存特性と言われ
ている。寿命の前にマイグレー
ション必要。

光ディスク

●データセキュリティ
セキュリティ対策のためには、記録媒体そのものが書き換えられない構造を有していることが重

不揮発性メモリであるため、
長期の見読性を維持可能。

要である。ライトワンスの追記型の光ディスクは、物理的な変形を利用し記録するため物理的に書
き換え不可であり、非常にセキュアな仕組みである。磁気記録型のHDDやテープの場合は、物理的
には何度でも書き換え可能である。従って、ストレージ自体ではなく、システムとしてセキュリティ
を確保する手段の採用（ソフトウエアなど）が必要となる。

物理的変形で記録ピットを形成
するため、書き換え不可。
媒体が真正性を有する。

●不揮発性
HDDやテープなどの磁気記録型のメディアは、強い外部磁界により記録が消失する危険がある。
一方、物理的な形状変化により記録する光ディスクは、不揮発性メモリである。不揮発性は、100年

記録膜が無機物であり、
50 ～ 100 年程度の長期保存性
を有する。

など超長期保存の可否を判断するうえで最も重要な特性と言える。

出典：Fujiwara-Rothchild, Ltd.
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●長寿命・耐久性

なお、従来、HDDに関するコストは増設費用が主体であるのに対し、光ディスクのインスタレー

データ保存寿命は、保存環境以外に記録媒体の構造や材料の劣化にも左右される。そのため、

ションはゼロベースから始まるため、初期費用で光ディスクがHDDを下回ることは容易ではな

HDDで5年以下、テープでは10年～30年と寿命には大きな差が出る。HDDは駆動部と記録媒体が

かった。しかしながら、アーカイバル・ディスク規格とそのロードマップの項に示すように、エン

一体となったシステムのため、一般的に駆動部の寿命は短い。テープは極薄（数μm）フィルムの長

タープライズ向け光ディスクの急速な進展がビットコストの低下につながり、初期費用でもHDD

尺巻という構造に起因するトラブルが発生しやすい。光ディスクの場合は、無機材料の物理変形を

を下回る可能性が出てきている。

利用した安定的な記録状態にあるため、現時点で最も長期間保存可能な媒体と言える。例えば、パナ
ソニックとソニーが開発した業務用光ディスク規格「アーカイバル・ディスク」の場合、推定寿命は
100年※を超える見込みだ。

※「典型的」の定義について：
ストレージ、ソフトウェア、設備のインスタレーション等すべての費用を、中規模～大規模事業所向け価格にて導入した場合の試算結果。
数EB～数百EBあるいは数ZBのデータ量のある巨大なデータセンターのケースについては、通常と比べて桁違いの低コストで稼働して
いることが多いため、本試算からは除外している。

※パナソニックにて実施中の加速度試験に基づいた推測値であり、保証するものではない。

各ストレージの累積 TCO 比較（20 年）

図8

●互換性
光ディスクの場合は、記録の根本原理に変更を加えない限り、将来に渡って世代間における互換

7.0

性を維持可能である。例えば「アーカイバル・ディスク」のロードマップ（詳細は後述）においては、各
る。テープの場合は、大容量化のための仕様変更時に互換性が維持できなくなるケースが多い。2～
3年毎に新世代化され、互換性維持は基本的に過去二世代までとすると、過去の記録の読み取りを保
持するためには約七年に一度はマイグレーションが必要となる。

●長期保管コスト(TCO)
寿命の短いストレージであっても、交換費用をかければデータの長期保管は可能である。しかしな
がら、データ量の少ないうちはその選択にも合理性があるが、コールドデータ量が右肩上がりの状況
下でその選択を続けると、将来とてつもないコスト負担を背負い込むことになりかねない。

6.0

コスト（単位：百万ドル）

世代間でドライブの再生互換が約束されているため、マイグレーションの手間とコストが不要とな

5.0
4.0
3.0
2.0

HDD 累積
テープ累積

1.0

光ディスク累積
0.0

1

2

3

4

5

ここで、1 PBのデータを20年間保存した場合のHDD、テープ、光ディスクのTCOを比較してみ
よう。TCOの主要な内訳は以下である。
・ハードウェア/ソフトウェアの導入コスト
・情報システム部門の運用コスト（故障による交換、定期メンテナンス、電気代、
マイグレーションコスト等）

6

7

8

9

10

年

15

20
出典：Fujiwara-Rothchild, Ltd.

典型的な例としての長期累積 TCO 比較。1PB 容量の初期導入費用及び以下運用コストを計上。
・HDD：故障交換、サーバー定期メンテナンス、マイグレーション費用、エネルギー費など。
・テープ：ライブラリー装置定期メンテナンス、マイグレーション費用など。
・光ディスク：ライブラリー装置の定期メンテナンス費用など。

予想できる範囲（毎年の消費電力、定期的なシステムアップデート、マイグレーション等）を運用
コストとして想定した場合の典型的※な累積金額は、図8の通りである。初期あるいは短期で見た時
にはさほど大きな差が出ないが、20年という長期スパンで見ると非常に大きな差になる。例えば、

●ランダムアクセス性
法定期間で定められたデータ保管がアーカイブの目的であり、データの読み出し機会がほとんど

HDDは光ディスクに比べて約4倍のコストがかかる。テープの場合は、過去2世代までしか互換性が

ないケースでは、ランダムアクセス性はそれほど強く要求されない。しかし、ある程度の頻度でデー

維持されないためマイグレーション費用が顕著だ。光ディスクの場合は、定期的なライブラリーの

タにアクセスする必要があるケースでは、ランダムアクセス性が重要となる。特に、映像制作業界に

メンテナンス以外には特に大きな費用は発生しない。よって、5年以上先を見越したデータアーカイ

おいては、作業の上流側でランダムアクセス性に対するニーズが高い。例えばポストプロダクション

ブシステムの構築検討時は、光ディスクの検討が必須である。

などでLTOシステムを使い始めたユーザーにとっては、データの呼び出しやコピーコマンドの際に
テープが行ったり来たりして待たされることに違和感を覚えるという。編集や画像検索などの作業
効率向上のためには、光ディスクのランダムアクセス性が有効となりうる。

9
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●転送レート

図9

一般的に、ドライブ1台を用いて光ディスク1枚単位にデータをアーカイブする場合の転送レー

エンタープライズ市場における光ディスク出荷容量の推移予測（単位：EB）
35.0

トは30 MB/s程度である。しかしながら、パナソニックのデータアーカイバーのように大容量の
データアーカイブ用途に設計されたシステムの場合は、光ディスク12面 に同時に記録・再生を行
※

32.7

30.0

うため、360 MB/s程度の高速転送レートが実現可能となる。一方、シーケンシャルファイルへの書

25.0

き込みが早いといわれるテープの場合は、LTO7で300 MB/s（非圧縮時）程の速度となる。

20.0
※最小構成時。6台のドライブを用いてディスク2面に同時に記録・再生を行う。

14.3

15.0

9.0

10.0
5.0
0.0

クラウドサービスについての留意点

0.6
2015

2.0
2016

4.6

2017

2018

2019

2020
出典：Fujiwara-Rothchild, Ltd.

クラウド型のストレージサービスには様々なタイプがあるため、一概に典型例を述べることは難
しい。しかしながら、長期アーカイブという用途から考えると、いくつか注意すべき点がある。
例えば、クラウド事業者の都合でサービスが変更や停止される可能性があるため、貴重な情報資
産を長期間保管するためのストレージとして十分な信頼を置くことができるかどうかはユーザー
の判断に委ねられる。セキュリティ面やデータの安全性についても同様である。
また、クラウドは初期コストがほとんどかからず、単位容量あたりの費用が安く設定されている
ケースが多いが、データ容量の大規模化や保存期間に比例して累積コストが跳ね上がったり、デー
タの読み出しにより金額アップする場合などもあるため、TCO面で注意必要である。大量のデータ
を5年、10年以上など長期アーカイブする際は、光ディスクのように大容量かつ長寿命のストレー
ジを利用する方がTCO削減効果を見込める可能性が高い。

サスティナブルなストレージの社会的インパクト
生成データの80％以上がコールドデータ化する現代社会に於いて、長期アーカイブに最適でな
いストレージを採用し続けると、莫大な電力消費やCO2排出量の増大をもたらす。こうした地球環
境破壊を伴う社会情報基盤は、早急に見直すべきである。
光ディスクアーカイブであれば消費電力が少なく、空調管理や頻繁なマイグレーションも必要と
しない。さらに、50～100年の長期保存が可能なため、現時点で最もサスティナブルなストレージ
であると言える。今こそ、光ディスクを活用したサスティナブルなストレージシステムの構築が急
務である。
図10

光ディスクアーカイブの理念と意義

光ディスクアーカイブの需要動向

人類の進化と
社会情報基盤
の進化

エンタープライズ市場における光ディスクの出荷容量推移を図9に示す。2015年から2020年
までの5年間では、年平均成長率（CAGR）94.5％の急成長が見込まれる。光ディスクの容量と転送

価値ある
データの
長期保管

レートが近年大幅に改善されたため、従来のオフラインアーカイブに加え、ニアラインにおける
コールドアーカイブ用途も拡大しつつあることがその急成長を後押ししている。

データの
爆発

例えば、米国の大手SNS事業者では2015年から光ディスクアーカイブシステムの試験稼働を開
始しており、2016年以降はさらに大容量化したアーカイバル・ディスク（詳細は後述）を使用したシ
ステムの本格稼働が予定されている。エンタープライズ市場において、光ディスクが新たなステー
ジに入りつつあることを如実に示す動向と言える。

11

光ディスクが
支える情報基盤

サスティナブル
なストレージの
実現

省電力
ストレージの
需要増加
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進化するデータアーカイバー

パナソニックの新たな挑戦

光ディスク単体の記録メディアは以前からオフラインアーカイブ用途で活用されてきたが、パナ
ソニックが開発したデータアーカイバーは、巨大なデータセンターにおける数十PB以上にも及ぶ規

光ディスクを核とした市場への貢献

模のコールドアーカイブ用途にも応えられるものである。こうした新用途への適合が、エンタープ
ライズ市場への光ディスクの供給容量急拡大につながっていることは前述の通りである。

パナソニックは長年に渡り、民生用Blu-rayディスクの規格化やその応用商品の展開に力を尽く
してきた。特に、大容量化の局面においては、BD-R XL（3層）100 GBやBD-RE XL（3層）100 GBの

最新のデータアーカイバー「LB-DH7シリーズ」の外観を図12に示す。最小構成はベースモジュー
ル（マガジン録再装置）と録再ユニット付き拡張モジュールの各1台からなり、最下部にボトムモ

規格策定時に中心的な役割を果たしている。

ジュール（マガジン移送装置）が入る。ベースモジュールには、アーカイバル・ディスク12枚を格納
このように民生分野で培った技術力を応用し、パナソニックは2013年、BD-XLの100 GB光ディ
スクを使用したデータアーカイバー「LB-DM9（最大記憶容量108 TB/台）」を開発、本格的にエン
タープライズ市場への進出を果たした。その後、データアーカイバーは米国の大手SNS事業者との
共同開発により、データセンター用アーカイブシステム「freeze-ray」として進化。2016年度には、

した3.6 TBのマガジンを最大76本まで装填可能であり、マガジンを装填した拡張モジュールを追
加することで保存データ量の増大に対応する。
録再ユニット付きの拡張モジュールは、360 MB/sの転送速度※を発揮。モジュールの追加搭載
により、さらなる高速化とフレキシブルなシステム展開が可能となっている。

後述する300 GBのアーカイバル・ディスクを採用した新システム「LB-DH7シリーズ（1ラックあた
※パナソニック基準の試験によるユニットの測定値。実際の記録速度は、サーバー等の環境条件により異なる。

り最大1.9 PBを実現）」の出荷を開始した。
光ディスクの高密度化技術、主要装置技術（ドライブ、関連ロボット等）、システム制御を容易にす
るライブラリーソフト開発力など、パナソニックが保有するトータルの技術開発力が結集し、コー

図12

データアーカイバー外観

図13

アーカイバル・ディスクのロードマップ

ルドアーカイブ市場を塗り替えつつある。

アーカイバル・ディスク

1TB
図11

ディスク
容量

パナソニックの光ディスク開発の歴史

WORM

DVD

DVD-RAM

2006

Blu-ray Disc

2011’s

Archival Disc

信号処理
技術

2016

基本仕様

1990’s

正面

BD-R
25 GB 2x

DVD-RAM
9.4 GB

1980’s

PD
650 MB

BD-XL
100 GB

Archival Disc
300 GB

100GB

300GB

500GB
高線密度

（多値記録再生技術）

高線密度（符号間干渉除去技術）
狭トラックピッチ（クロストークキャンセル技術）
同一ディスク技術（開口数、波長、
記録階層）

裏面

※写真は、ラックに組み込んだ機器のイメージです。

エンタープライズ用途の
ストレージへと進化

WORM
940 MB
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アーカイバル・ディスク規格とロードマップ

高密度な光ディスクの量産化

コールドアーカイブ用途のストレージには、大容量、低ビットコスト、長期に渡る揺るぎない信頼性

ナノレベルの精度が要求される高密度の光ディスクを安定的に大量供給するためには、卓越した

といった高いレベルの品質が要求される。そこで、パナソニックは業務用の大容量光ディスク規格「アー

製造技術力と品質管理能力が求められる。アーカイバル・ディスクの構造は図15の通りであるが、

カイバル・ディスク」をソニーと共同で2014年に開発、1 TBまでのロードマップ（図13）を策定した。

片面3層、両面6層の記録膜を数nm単位での形成が必要となるため、製造工程におけるごく僅かな

図13

揺らぎが記録品質や長期保存特性を損なう結果になりかねない。パナソニックは、30年以上蓄積し

アーカイバル・ディスクのロードマップ

てきた光ディスクの製造技術を進化させることで、量産化が難しい多層化ディスクの製造技術を確

アーカイバル・ディスク

立。さらなる量産化と安定供給に向けた取り組みを続けている。

1TB
ディスク
容量

100GB

図15

高線密度
（多値記録再生技術）

信号処理
技術
基本仕様

500GB

300GB

アーカイバル・ディスクの記録層の構造

カバーレイヤ：0.1mm 厚

紫外線硬化樹脂カバーレイヤ

高線密度（符号間干渉除去技術）
狭トラックピッチ
（クロストークキャンセル技術）

0.5mm厚
ポリカーボネート基板

同一ディスク技術（開口数、波長、
記録階層）

誘電体膜
記録膜
誘電体膜

第1世代となる300 GBにおいては、従来の光ディスクで採用されている3層積層タイプを両面化
し、かつ両面同時記録再生を実現することで大容量化と転送レートの向上を果たした。1 TBまでは

0.5mm厚
ポリカーボネート基板

紫外線硬化樹脂
スペースレイヤ

この3層構造を維持し製造コストを大幅に変化させない場合、ビットコストは容量に反比例して低
カバーレイヤ：0.1mm 厚

下し続ける見込みである。
図14に示すように、各ストレージの容量は今後も着実に拡大し続ける見込みだ。なお、ストレー
ジ別の容量を比較する際、アーカイバル・ディスクについてはディスク12枚を格納したマガジンを

アーカイバル・ディスクは、片面3層、両面で6層の記録膜を有する。
記録膜は酸化物記録材料を酸化物保護膜で挟んだシンプルな構造で、安定性が高い。
※出典：パナソニック株式会社・ソニー株式会社「White Paper: Archival Disc Technology」(2015年7月)

1ユニットとして計算するのが妥当である。
図14

各ストレージの容量推移予測

ソリューションパートナーの拡大

LTO-8
12TB

Archival Disc 入りマガジン

3.5” HDD

（コールドストレージ向け）

10TB

（1TB x 12）

LTO-7

6TB

Archival Disc 入りマガジン

（500GB x 12）

4TB

LTO-6

Archival Disc 入りマガジン

（300GB x 12）

2TB
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リューション提案力が鍵となる。パナソニックは外部パートナーと適宜連携することで、広範囲な
ユーザーからの要望に応えようとしている。下記にその例の一部を示す。

8TB

0TB

ストレージに求められる仕様はユーザーによって千差万別なため、システム構成の柔軟性やソ

BD-XL 1.5 TB
2012

2015

2018

2020

出典：Fujiwara-Rothchild, Ltd.
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例1： 中国華録集団有限公司（中国）
パナソニックは、中国政府がAV機器産業を育成するために設立した国有企業、華録集団と合弁
会社を設立。連携を取りながら、中国市場に適したアーカイブ機器の開発と製造に取り組んでいる。

5

活用分野の広がり

2016年1月には、大規模なデータセンターを天津市内に設立することを発表。約１6万平方メート
ルの総建築面積を持つ華録集団の科学技術パーク内に2万平方メートルものデータセンターを建設
し、1,000 PBの総記憶容量を持つ光ディスクストレージを配置予定である。

光ディスクの用途拡大を加速させる要素
光ディスクの用途を今後さらに拡大させる要因として鍵になるトピックは、ビッグデータの大半

例2：富士通（日本）
富士通は2016年5月、低コスト・高信頼性を備えた光ディスクライブラリ「FUJITSU Storage
ETERNUS DA700」を日本国内向けに販売開始した。このシステムは、パナソニックからOEM供
給するデータアーカイバーと、富士通開発のソフトウェア「スマートコンテンツマネージャ」を組み
合わせたソリューションである。メタデータの自動抽出・追加と検索機能を備えているため、コンテ
ンツのメタデータをもとにプライマリーストレージからETERNUS DA700へとデータを移行し、
アーカイブするといった運用も可能だ。また、富士通は、ビッグデータのストレージとして光ディス
クを使う提案も行っている。

を占める「非構造化データ」の取扱いと、大規模なデータを抱えるデータセンターにおけるコールド
アーカイブの動向である。以下に、その詳細を紹介する。

●非構造化データのコールドアーカイブ
電子メールやテキストファイルなどの文書や、画像、動画のように、データベースに収まらない非
定型なデータを「非構造化データ」という。パナソニックのデータアーカイバーなら、大容量の非構
造化データの保存に最適なオブジェクトストレージやイレージャーコーディングにも対応可能だ。
また、大容量の非構造化データは映像製作業界・ポストプロダクションにおける映像コンテンツ、
医療や監視カメラ業界における画像・映像、製造業における品質保証のための画像データ、科学技
術・研究機関における莫大な実験データ、紙文書のデジタイズデータなど、様々な業界に存在する。

例3：ライデックス社（ロシア）
パナソニック・ロシアは、日系企業としてはいち早くモスクワ郊外のハイテク産業経済特区「ス
コルコヴォ」に研究開発センターを開設し、新規プロジェクト立ち上げに取り組んできた。2016年

光ディスクによるコールドアーカイブの活用分野として、広がりが期待できる。

●データセンターにおけるコールドアーカイブ
Facebook副社長のJay Parikh氏は、2014年1月、米国サンノゼにて開催されたOCP U.S.

6月には、同地区に入居中の現地企業、RAIDIX（ライデックス）社と提携。データアーカイバー専用

Summit 2015にて、100 GBのBlu-rayディスクを使用したアーカイブシステムのプロトタイプを

ソフトウェアをライデックス社が開発することで合意した。ライデックス社は、データ保管ソフト

発表した。このシステムは、ユーザーが投稿した膨大な量の写真や動画をFacebookのデータセン

ウェア分野においてロシア情報技術・通信省の認定メーカーとなった同国唯一の企業である。開発

ターでアーカイブするためのオプションとして試作・設計されたものである。既存のストレージと

完了後は、
「メイド・イン・ロシア」のソリューションとして国内外に展開される見込みである。

比較すると、運用コストを50％削減、エネルギー消費量は80％削減できる見込みだという。大規模
なストレージユーザーであるFacebookによる先行的な取り組みを受けて、データセンター業界に
おける光ディスクアーカイブへの注目度は一気に高まりつつある。

光ディスクの利点を活かした用途例
ここまで、コールドアーカイブの観点から光ディスクストレージの利点を整理し、今後の市場拡大
の可能性を述べてきた。最後に、光ディスクの利点を最大限に活用できる用途として、下記3点に焦
点を当て紹介する。
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1. 長期アーカイブ用途：
法規制や企業のコンプライアンスに基づき、長期間保存必要なデータをストレージする用途。

コールドアーカイブ市場の変革に向けて
大容量と高速転送レートを備えた新世代の光ディスクストレージは、コールドアーカイブの導入

2. バックアップ用途：
アクティブアーカイブの多重コピーの一部を担う用途。ここでは、バックアップの機能を有し
ている。特にイレージャーコーディング※を採用するケースでは、光ディスクをHDDなどと併

と活用を強力に後押しする存在となりつつある。ホットなコールドアーカイブ市場を変革しつつあ
る光ディスクの進化に大きな期待がかかっている。

用した方が利用効率や信頼性を大幅に向上できるだろう。
※イレージャーコーディング（消失訂正符号、Erasure Coding）
：オブジェクトを分割してリードソロモン符号などの消失訂正符号を付
加し、物理的に異なるノードに分散して格納することで、その分割したデータのいくつかが消失した場合でも元のオブジェクトを復元

図17

広がる用途

できる。符号化の冗長度は一般的にオブジェクトの容量に対して20％～40％程度の符号付加でよいので、2重3重にコピーを作るケー
スに比べ物理的なディスクの利用効率が高い。

3. ビッグデータの保存用途：
研究機関の実験データや製造業における検査データ、各種センサーから収集したIoT関連の
データなどをはじめとするビッグデータを、新たな企業価値創造のため保存し活用する用途。
データは光ディスクに蓄積し、ビッグデータ解析を行う際には超高速データ転送が可能なSSD
を併用するようなシステム構成が考えられる。

光ディスクの利点を活かした用途例

図16

長期アーカイブ用途
用途
重要データを長期間低コストに保存。
●

要求仕様・性能
低ビットコスト、長期保管＆完全性、
低消費電力
●

顧客
政府、金融、放送、製造業他

●

バックアップ用途
用途
SSD/HDDで高レスポンスストレー
ジを構成。そのバックアップをDAで
低コストに保存。
●

要求仕様・性能
低ビットコスト、長期保管、
低消費電力
●

顧客
SNS（写真・動画系）、クラウドストレージ
●

SSD

DA

（hadoop）

ビッグデータ・IoT 用途
用途
大量のデータを安価なDAに保存。
解析は超高速のSSDで実行。
●

●要求仕様・性能
低ビットコスト、長期保管＆完全性、
低消費電力

顧客
政府、金融、放送、製造業他

●

解析エンジン

HDD

SSD

DA

DA

※図における「DA」は、データアーカイバー（Data Archiver）の略称。
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