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AutoNationがスケールアウトNASに
Cohesityを活用してTCOを低減 

はじめに 

1996 創業の AutoNation 社（NYSE: AN）は米国最大の自動車小売業者で、事業内容は、新車
と中古車の販売、事故車修理センターの運営、AutoNation Precision Parts 社を通じた自動車部
品の供給です。フロリダ州フォートローダーデール郊外に本社を置く同社は現在、全米で 360 の販
売店舗を所有・運営しており、従業員数は 2 万 5,000 人を超えています。35 の異なるメーカーブラ
ンドの販売と修理を行っており、2019 年の Fortune 500 では第 145 位にランクインしています。
2018 会計年度には 2,100 万ドル超の収益を記録しました。 

課題

AutoNation は大規模な IT 環境を構築しており、コロラド州デンバーにプライマリデータセンター、
テキサス州プレイノにセカンダリのディザスタリカバリ（DR）サイトがあります。1,300 台の仮想マ
シン（VM）と 200 台の物理サーバーが運用されており、小売業務をサポートするデータは 1.2 ペタ
バイトを超えて成長し続けています。  

「当社の目標は、進化し続けるビジネス要件に迅速に適応する、効率性と俊敏性
の高い ITインフラストラクチャを構築することでした。ソフトウェアで定義される
Cohesity のデータ管理用ハイパーコンバージドプラットフォームを活用することによ
り、AutoNationでは運用能力の強化、信頼性の改善、TCO の低減で大きな成果
が得られました。現在ではデータ保護を超えて、スケールアウト NAS や、AWS で
の長期保持に Cohesity ソリューションの拡張を進めています。Cohesity のように
柔軟でスケーラブルなプラットフォームがもたらす大きなメリットは、データ保護を
超えてユースケースを環境全体に拡大できる機能性により、常に進化するビジネス要
件にも対応していけることでした。」 

アダム・ラスナー（ADAM RASNER）氏 
バイスプレジデント、技術運用担当、AutoNation 社

AutoNation の IT チームは、レガシーなデータ保護環境が原因で、さまざまな問題を経験していま
した。例えば、バックアップの失敗が毎月最大 6,000 件にもなるため、専任の従業員 1 名を配置す
る必要があり、この担当者は途切れることなく発生する課題への対応に 70% 以上の時間を費やして
いました。すべてのアプリケーションがサポートや保護の対象となっているわけではなく、既存のス
トレージアプライアンスは拡張性に乏しかったため、コストのかさむフォークリフトアップグレード（IT
環境をソフトウェアだけでなく、ハードウェアも含めて丸ごとアップグレードすること）が避けられま
せんでした。バックアップとリカバリのコストが急激に増加したため、最先端のバックアップ／リカバ
リを実現できるスケーラブルなソリューションが必要になっていました。また、AWS でのアプリケー
ション開発が増えてきたことから、シームレスに統合できるハイブリッドソリューションが求められて
いました。

業種 
小売  

ユースケース 
バックアップとリカバリ、ディザス
タリカバリ、長期保持とアーカイ
ブ、スケールアウトNAS   

COHESITY製品 
DataPlatform, Cloud Edition 

ソリューションパートナー
AWS

チャネルパートナー
Champion Solutions
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CASE STUDY  | AutoNation

近 い 将 来 に DR サイト を 刷 新 す る 必 要 が あった こと か ら、
AutoNation 社の技術運用担当バイスプレジデントであるアダム・
ラスナー（Adam Rasner）氏は自分のチームに対し、インフラスト
ラクチャの問題に対応してコストを削減するためのバックアップ／リ
カバリソリューションを見つけ出すように指示しました。チームは次
の要件を前提として、ハイパーコンバージドソリューションも含め、
利用可能な選択肢の調査を開始しました。 

• 予測可能なコストモデルを提供する Web スケールのアーキ
テクチャ 

• 次世代ソリューションが扱うデータを保護、保存、管理でき
る機能 

• 最先端のバックアップとリカバリをさらに超える機能（スケー
ルアウト NAS を含む） 

• 1 つの画面から管理できるマルチクラウドのハイブリッドア
プローチ

ソリューション

AutoNation の IT チームは、Cohesity と Rubrik を含む複数のソ
リューションを評価しました。詳細な概念実証（PoC）の結果、パフォー
マンス、導入と管理の容易さ、TCO 低減効果に基づき、同社の次世
代ハイパーコンバージドデータプラットフォームとしてチームが選択し
たのは Cohesityでした。 

データをオンプレミスからマルチクラウドへ移動して再びオンプレ
ミスに戻すことも含め、すべての環境を横断して統合する目的で
Cohesity を導入することは、同社とその前進戦略にとって鍵となる
重要な決断でした。ますます多くの次世代アプリケーションがクラウ
ドで開発されるようになっている現状を考えれば、AutoNationで
も今後、AWS を含むクラウドストレージへの依存度が大きく高まる
でしょう。Cohesityではバックアップとリカバリだけでなく、スケー
ルアウト NAS のような他のユースケースもハイブリッド環境全体でサ
ポートできることが、決め手の 1つとなりました。ラスナー氏は次の
ように話しています。「数テラバイトもの文書管理ファイル、SQL ロ
グ、さまざまな非構造化データを Cohesity の同じ UI で保存できる
ことが、私たちにとってはもっともな選択でした。これは当社の業務
運用全体でデータを統合するための鍵となることでした。」

導入効果 

Cohesity をデプロイすることで AutoNation は、複雑さを減らし
て効率性の高いバックアップ／リカバリ環境を構築するだけでなく、
TCO も低減しました。具体的には、従来の SAN と比較してテラバ
イトあたり 60% の節減になり、年間のメンテナンスコストを 50%
削減できました。 

ラスナー氏はさらにこう話します。「AutoNationでは現在、アプリ
ケーションの大半がティア 1 の非常に高コストで高価なストレージを
用いて実行されていますが、Cohesity は、それより低い階層のア
プリケーションをもっと低コストで実行するソリューションを提供して
くれました。当社は複数のアプリケーションを NetApp のプライマ

リストレージから Cohesity に移行したことで、多額の資金を節約
し、ティア 1ストレージを解放してプロダクションシステムに活用で
きるようになりました。Cohesity のおかげで当社のビジネスは次の
レベルへと進み、同業他社との差別化を実現しています。私たちは
Cohesity とのパートナーシップを拡大し、スケールアウト NAS 向け
の革新的なユースケースをさらに活用していくことで、複数の事業分
野を横断してテクノロジーの効率化とコストの最適化を推進していき
たいと考えています。」 

AutoNationでは、バックアップウィンドウを全体で 50% 縮小し、
データセンター間のレプリケーションを改善しました。また、ジョブ
失敗率が 20 倍も改善したことで、効率性が飛躍的に高まり、他の
重要なビジネスプロジェクトにマンパワーを振り向けられるようにな
りました。 

IT チームは単一の画面から、オンプレミスとクラウドの両方の環境
間で、VM、アプリケーション、データのバックアップとレプリケー
ションが行えます。ラスナー氏はこのように話しています。「Cohesity
を使用する最も大きなメリットの 1つは、単一のプラットフォームで
最先端のバックアップとリカバリ、フェイルオーバー、ディザスタリカ
バリを扱えることです。Cohesity が与えてくれる柔軟性のおかげで、
40 日前より古いバックアップに AWS を利用することや、リフレッ
シュまたはリファクタリングされたレガシーアプリケーションを活用
することもできます。」

さらに、Cohesityでは AWS とのシームレスな統合を通じて、クラ
ウドとオンプレミスのそれぞれに置かれたバックアップを単一の画面
から管理できることも大きなメリットでした。AutoNationでは長期
保持に AWS Glacierを使用して、アプライアンスから低コストのス
トレージにデータをオフロードすることができます。また、オンプレ
ミスから VM をバックアップし、この VM を AWS 環境で起動して、
開発、テスト、データの迅速な検証に利用することもできます。オ
ンプレミスにあるVM のスナップショットを Cohesityで取り、その
VM をクラウドでオンラインにできることは、ラスナー氏が言う「オ
ンザフライの」インフラストラクチャ機能を実現します。AWS EC2
インスタンスを Cohesity が管理するバックアップから起動できる機
能は、画期的に優れた柔軟性と効率性を IT チームにもたらすととも
に、Cohesity クラスターのキャパシティを解放してコスト節減効果
を高めます。 

AutoNation は Cohesityで次のようなメリットを実現しました。 

• グローバルな重複排除および圧縮機能を備えた、設定と管理
が容易な単一のソリューション 

• CAPEX（設備投資）コストの大幅な節減と、効率改善で追加
される OPEX（運用コスト）の節減 

• ティア 1ストレージを解放し、Cohesity をターゲットとして有効
活用できる機能（AWS Glacierとのシームレスな統合を含む） 

• バックアップとリカバリを超えて DR のニーズにも対応できる機
能を備えた、スケーラブルなソリューション

https://www.cohesity.com/ja/
https://www.cohesity.com/agreements/

