Case Study

トヨタマップマスターが
デジタル地図制作システムを統合し、
地図情報の高精度化・大容量化を加速
高性能HPE 3PAR StoreServオールフラッシュアレイを
「月額定額費用化」のHPE GreenLakeフレックスキャパシティで導入
およそ 5 時間を要していた
バッチ処理が1時間で完了で
きるようになり、納品のため
の地図データ複製に要する
時間も 1/3 程度まで短縮さ
れました
̶株式会社トヨタマップマスター
技術開発部 サービス開発室
グループ長
竹尾 浩志 氏

目的

アプローチ

デジタル地図制作の中核を担う「地図制作基幹シス

高性能ストレージを中心に 2 システムを統合して

テム」
「差分地図制作システム」両システムのイン

インフラをシンプル化。機器の導入に際してコン

フラ刷新。今後 5 年間で求められるシステム性能と

サンプションモデル（ IT 消費モデル）を利用し、ライ

ストレージ容量を確保し投資対効果を最大化する。

フサイクル全体でのコスト平準化を図る。

ITの効果

ビジネスの効果

• HPE 3PAR StoreServオールフラッシュアレイに

• CASE（コネクティッド、自動化、シェアリング、電動

より「地図制作基幹システム」
「差分地図制作シス

化）時代に求められる地図情報の高精度化・大容

テム」を1システムに統合

量化に対応する制作体制を強化

• 5 時間を要していた高負荷のバッチ処理を1 時間
に、3時間の日次データベース複製を1時間に短縮
• データセンターのラックスペースおよび電力コス
トを大幅に削減、同時に運用負荷も低減

• 年 2 回の「カーナビ用地図データ改定 」における
大規模な検査プロセス、納品データコピー等を
高速化

• HPE GreenLakeフレックスキャパシティにより、
今後5年間で求められる性能と容量を確保しつつ
IT資産のオフバランス化を実現
• 高品質な保守サービスHPEデータセンターケア
への移行でシステムの不調がデジタル地図制作
の生産性に与える影響を最小化

• HPE InfoSightによるAI予兆検知を導入し、スト
レージから仮想マシンまで仮想化基盤全体の監視
を強化する計画
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トヨタ純正カーナビをはじめ、道路交通システム等に利用される高度な
地図データベースを構築しているトヨタマップマスターが、
デジタル地図
制作の中核を担う「地図制作基幹システム」
「差分地図制作システム」両
システムのITインフラを刷新・統合した。HPE

3PAR StoreServオール
フラッシュアレイを採用した統合ストレージ環境は、
オンライン/バッチ処理
株式会社トヨタマップマスター
取締役
圦本 昌之 氏

の高速化を実現。地図制作の生産性向上に寄与するとともに、地図情報
の高精度化・大容量化を支えている。注目すべきは、HPE

GreenLake

フレックスキャパシティを利用し、ITインフラ機器の「月額定額費用化」を
実現したことである。
チャレンジ

株式会社トヨタマップマスター
技術開発部 サービス開発室
室長 加藤 友明 氏

株式会社トヨタマップマスター
技術開発部 サービス開発室
グループ長
竹尾 浩志 氏

株式会社トヨタマップマスター
技術開発部 サービス開発室
担当員
粕谷 哲平 氏

自動運転を支えるモビリティ情報基盤へ
急速に進化する地図データベース
トヨタマップマスターは、
トヨタ純正カーナビゲー
ションシステムをはじめ、道路交通システム等に
利用される高度な地図データベースを構築する
モビリティ情報基盤プロバイダーである。全国お
よそ 53 万箇所の交差点、建築物や施設、地形の
変化を詳細に調査し、その変化をタイムリーに地
図データベースに反映させながら地図情報サー
ビスの精度・鮮度向上を追求している。同社 取締
役である圦本昌之氏は次のように話す。

新化した。掲げた目標は、今後 5 年間で求められ
るシステム性能とストレージ容量の確保、そして
投資対効果の最大化である。

ソリューション
地図データ編集と更新サービスを支える
ミッションクリティカルなシステム
トヨタマップマスターの地図データベースは、
100 万 km 以上の道路データ、数百万件の規制
データ、数千万件の施設データなど、数百種類に
わたる膨大な情報を管理している。
「地図制作基
幹システム」は、現地調査により収集された道路
や周辺施設（ランドマーク、建物、テナントなど）
情報を位置情報と関連付けるなど、地図データ
ベースの制作・更新プロセス全体を担う。一方、
「差分地図制作システム」は、
トヨタ純正カーナ
ビの地図データのオンライン更新サービスを支
えている。

「CASE（コネクティッド、
自動化、
シェアリング、電
動化）
というキーワードに象徴される通り、自動
車業界は100年に一度の大変革期を迎えていま
す。私たちのチャレンジは、長年にわたり培って
きた高品質・高精度・高鮮度の地図データベース
構築のノウハウを基盤に、AIやビッグデータ分析
などの先進技術を採り入れながら新しいお客様 「世界初のカーナビ用地図更新サービスとして、
2007年にトヨタ自動車様向けの『マップオンデ
価値を創出することにあります」
マンド』用差分地図の提供を開始しました。常に
地図データベースの役割は、位置表示や経路案 最新の経路探索・案内を利用できるためお客様
内にとどまらず、
安全運転支援や自動運転、
MaaS よりご好評をいただいています。少し前の話に
（Mobility as a Service ）
を実現するための「モ なりますが、2018年3月に新名神高速道路の川
ビリティ情報基盤 」へと拡大している。リアルタ 西 IC 〜神戸 JCTが開通した際には、即日で配信
イムで様々な情報やコンテンツを収集・分析・統 された地図データを弊社から提供しました」と
合してサービス提供するビジネスモデルへの進 技術開発部 サービス開発室 室長の加藤友明氏
化は、
トヨタマップマスターの成長戦略の根幹を は話す。
なすものだ。
「地図制作基幹システム」と「差分地図制作シス
「静的な情報に加え、刻々と変化する動的な情報 テム」両システムの構築・運用を長年にわたり支
を大量に扱わなければなりません。私たちが提 援している日本ヒューレット・パッカード（ HPE ）
供する情報の精度・鮮度をより高い水準で両立 は、
インフラ最新化に際して次のようなテーマを
させるために、地図データベースを支えるシス 掲げプロジェクトに臨んだ。
テムの重要度はいっそう高まっていくでしょう」
①高性能のオールフラッシュアレイを採用し両
（圦本氏）
システムのストレージを統合
2018 年、
トヨタマップマスターは、地図データ ②コンサンプションモデルによるインフラコスト
平準化とオフバランス化
ベースを支える2システム「地図制作基幹システ
ム」と「差分地図制作システム」のインフラを最 ③システム環境を熟知したHPE Pointnextによ
る安全・確実な新システム移行
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地図制作基幹システム/差分地図制作システム 統合基盤

HPEの支援体制

サーバー群

HPE InfoSight™
HPE BladeSystem
プライマリストレージ

バックアップストレージ

二次バックアップ

HPE 3PAR
StoreServ 8400

HPE 3PAR
StoreServ 8200

HPE StoreOnce 5100

オールフラッシュアレイ

ハイブリッドアレイ

バックアップ
アプライアンス

HPE GreenLakeフレックスキャパシティ
（コンサンプションモデルでの導入）

「地図制作基幹システムと差分地図制作システ
ムのストレージ環境を統合し、システム全体を
シンプルかつコンパクトにすることが大きなチャ
レンジでした。デジタル地図ビジネスの中心を支
えるミッションクリティカルな環境を安定的に稼
働させ、データ保護をより強固にすることを目指
しました」
と技術開発部 サービス開発室 運用保
守G グループ長の竹尾浩志氏は話す。
新たなプライマリーストレージとして採用された
のは、4コントローラーを搭載し99.9999%の連
続稼働を実現する「 HPE 3PAR StoreServ
8400 オールフラッシュアレイ 」である。HPE
Pointnextのエンジニアチームがインフラ構築
および移行作業を万全にサポートした。
高性能HPE 3PAR StoreServ 8400
オールフラッシュアレイを採用
HPE 3PAR StoreServ 8400オールフラッシュ
アレイは、HPEミッドレンジストレージの最上位
に位 置 づ けられる製 品 だ 。高 性 能インテ ル ®
Xeon® スケーラブル・プロセッサ ーを搭載。
4コントローラーをメッシュ状に接続して全てを
アクティブで稼働させ、オールフラッシュならで
はの高い IOPS 性能と低レイテンシを実現する。
竹尾氏は次のように話す。

・AIベースの高度な障害予兆検知と
診断
・障害発生前に確実に対処可能に
＊HPE InfoSightの導入は計画中です。

HPEデータセンターケア
アカウントサポートマネージャと
専任チームによる
プロアクティブ&リアクティブサポート

HPE Pointnext

（プロフェッショナルサービス&
サポートサービス）

地図制作基幹システムには、日本全国の地図調
査情報、地図編集データ、地図納品データをはじ
め、外部から提供されたコンテンツ管理用、納品
データ管理用など多様なデータベースが統合さ
れている。日々更新を繰り返すこれらの環境で
は、複製や削除などの時間短縮が業務効率の向
上・業務負荷の軽減に直結する。
「年に2 回大規模な改修を行う『トヨタ純正ナビ
地図ソフト』の完成直前の工程でも大きな成果
がありました。納品データの完成に向けて、検査
やフォーマット変換のためのバッチ処理が複数の
部門で同時に走ります。これらの工程が高速化
されることで、ナビ地図ソフト制作プロセス全体
のスピード化に結びつきました」
（加藤氏）
地図制作基幹システムと差分地図制作システム
のインフラ環境が統合されたことで、機器構成
は大幅にシンプル化・コンパクト化が進んだ。
「新環境ではサーバー、ストレージ、バックアップ
装置等を含め、かなり余裕をもって4ラックに収
容されています。ラック本数の削減、電力消費量
の削減効果を含め、データセンターコストを2/3
程度にすることができました」
（竹尾氏）

データ保護環境も大きく見直された。技術開発
「日本ヒューレット・パッカードの検証センターを 部 サービス開発室 担当員の粕谷哲平氏は次の
利用し、実データによる性能テスト、負荷テストを ように説明する。
実施しました。2 週間に及ぶ検証で確認された
HPE 3PAR StoreServの性能は、そのまま本番 「プライマリ機であるHPE 3PAR StoreServ
リ
環境での成果として手に入りました。およそ 5 時 8400 の筐体内でスナップショットを取得し、
間を要していたバッチ処理が 1 時間で完了でき モートコピー機能を利用してセカンダリの HPE
るようになり、納品のための地図データ複製に要 3PAR StoreServ 8200にバックアップします。
さらに、HPE StoreOnce へ二次バックアップを
する時間も1/3程度まで短縮されました」
行う環境を整備しました。テープメディアから解
放されてバックアップ運用の負荷が大幅に軽減
されました」
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ソリューション概略
導入ハードウェア

• HPE 3PAR StoreServ 8400
オールフラッシュアレイ

• HPE 3PAR StoreServ 8200
ハイブリッドアレイ

• HPE StoreOnce 5100
• HPE BladeSystem

私たちは、地図データベースにおける強みを活かしながら、CASE 時代
における真のモビリティ情報基盤プロバイダーへの進化を目指してい
ます。自動運転技術の進化には目を見張るものがありますが、
ITインフラ
も自律運用に向けて大きく進化していると実感します
株式会社トヨタマップマスター
取締役

圦本 昌之 氏

ベネフィット

「システムの構成情報や稼働状況を共有し、障
害時のログ解析に時間を要することなく必要な
コンサンプションモデルを採用し
サポートを受けられるようになりました。問題
コスト平準化とオフバランス化を実現
解決の迅速化が図られただけでなく、問題が発
トヨタマップマスターは、コンサンプションモ 生する前に対処できるようになったことも大き
デル
（IT消費モデル）を利用して今回のインフラ いですね。今後は HPE InfoSight によるHPE
刷新を実施した。
「HPE GreenLakeフレックス 3PAR StoreServ やサーバー、VM 環境の高度
キャパシティ」の採用である。
な予兆検知に期待しています」
（粕谷氏）
「 ITインフラ機器の月額費用化は、初期導入コ
ストの抑制とコストの平準化を可能にしまし
た。オフバランス化を前進できたことも大きい
ですね。自社データセンターでセキュリティを
確保しながら、ビジネスの成長に合わせてイン
フラ投資を最適化できるメリットは、パブリッ
ククラウドと同等と言えるでしょう」と加藤氏
は評価する。

HPE GreenLakeフレックスキャパシティでは、

HPE 3PARで利用できるHPE InfoSightは、IT

インフラ環境のセンサーデータや稼働データ
を収集し、AI・機械学習ベースの高度な予測分析
と対処 方法 のアドバイスを提 供するクラウド
サービスだ。あらゆる障害予兆を自動検知して
稼働に影響を及ぼす前に対策でき、ITインフラ
の運用を高度に自律化できる。
圦本氏が次のように語って締めくくった。

ストレージやサーバーなどのハードウェア資産 「私たちは、地図データベースにおける強みを活
をHPEが保有し、ユーザー企業は自社のセキュ かしながら、CASE 時 代における真 の モビリ
リティポリシーを適用したデータセンターに設 ティ情報基盤プロバイダーへの進化を目指して
置して利用できる。従量制を利用すれば、数年 います。自動運転技術の進化には目を見張るも
後にどの程度のリソースが必要になるか予測が のがありますが、ITインフラも自律運用に向け
難しい環境でも、IT投資リスクやTCOを低減す て大きく進化していると実感します。HPEには、
HPE InfoSight に代表される最先端テクノロ
ることが可能だ。
ジーと高品質なサービスで、私たちの ITインフ
「固定資産の廃棄手続きに過大な時間をかけた ラ領域をしっかりとサポートしていただきたい
くありません。HPE GreenLake に移行したこ と思っています」
とで、その手間も解消されるでしょう」
（竹尾氏）

お問い合わせはこちら
カスタマー・インフォメーションセンター

0120-268-186 (または03-5749-8279)
月曜日〜金曜日 9：00〜19：00
（土曜日、
日曜日、祝日、年末年始、
および5月1日お休み）

日本ヒューレット・パッカード株式会社

HPE GreenLakeフレックスキャパシティには
「 HPE デー タセンター ケア」が 統 合されてお
り、システム環境を熟知したHPEのアカウント
サポートマネージャーが、プロアクティブ/リア

詳しい情報

HPE 3PAR StoreServ ストレージに
ついてはこちら

www.hpe.com/jp/3par

クティブの両面から保守サービスを指揮・提供
する。

〒136-8711 東京都江東区大島 2-2-1

ぜひご登録ください
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