
iStorage HSシリーズと遠隔バックアップサービスを利用し、
大規模災害を想定したBCP強化に成功。
安全に、低コストで、基幹データをiDCに転送
株式会社三井ハイテック様はBCP強化と運用負荷の軽減を目標に掲げ、基幹業務データの遠隔地へのバックアップを計画しました。同社は

まず、NECのバックアップストレージ「iStorage HSシリーズ」を導入し、テープ並みの低コストで、ディスクストレージ特有の利便性の向上を

実現。続いて、バックアップデータをまるごと、ネットワークを介してNECのデータセンターへ安全に転送・保管できる月額料金制のサービス

「iStorage HS遠隔バックアップサービス」を利用。バックアップ運用の負荷を確実に軽減しながら、低コストで事業継続性を確保しました。

約化。2012年1月には、仮想化作業と並行してテー

プ装置による運用の見直しとコスト抑制を目的に、

NECのバックアップストレージ「iStorage HSシ

リーズ」を本社のマシンルームに導入。テープ並みの

低コストでディスクストレージ特有の利便性の向上

を実現しています。こうした取り組みと並行して、同

社はBCPの最優先事項に位置付ける遠隔バック

アップに着手したのです。

遠隔バックアップの手段として、三井ハイテック様は

当初、iStorage HSシリーズをもう一台導入して他

県の事業所に設置し、業務データを本社からネット

ワーク経由で転送することを検討していました。「し

かし、他県にも専任の管理者を配置する必要があり

ますし、装置の導入には初期コストがかかります。事

業所の耐震・耐火性や電力供給にも不安がありまし

た。そこで、災害対策などが施されているデータセ

ンターに、バックアップサイトを構築できるサービス

はないか探していたのです」と中村氏は話します。

2012年6月、同社はNECが重要データの遠隔保全

を手軽に実現できるサービス「iStorage HS遠隔

バックアップサービス」を、同年8月から開始するこ

とを知り、利用を決めています。「当社側で新たに

ストレージ装置を用意する必要がなく、月額9万円

の料金で当社の必要機能をサービスとして利用で

きます。そして運用の手間もかかりません。こうした

点が、選定の決め手になりました」（加藤氏）。

また、契約の際にお渡しする［iStorage HS遠隔

バックアップサービス・サービス仕様書］の内容につ

いても、「サービスの使い方やNECの責任範囲はも

ちろん、われわれが懸念していたネットワーク回線

の選択肢やセキュリティの点についても明確な記載

があり、安心できました」と、加藤氏は評価します。

「iStorage HS遠隔バックアップサービス」は、お客

様のiStorage HSシリーズに集約されているバッ

クアップデータをまるごと、ネットワークを介して

NECのデータセンターへ安全に保管するサービス

です。このサービスを利用した、三井ハイテック様に

おけるバックアップ運用の流れは、次のようなもの

です。

世界有数の超精密加工技術を持ち、業界をリード

する三井ハイテック様は、「ものづくりの街」北九州

に本社を置き、家電やハイブリッド車用モーターの

中核部品、プレス用精密金型、半導体基板などを、

グローバル市場に向けて提供しています。

従来の基幹業務サーバのバックアップ体制につい

て、情報システム部長 兼 IT推進グループ長の中村

康博氏は「当社では2011年まで、テープ搬送と差分

データの転送という、コストのかかる複雑なしくみ

で基幹業務サーバのバックアップを運用していまし

た」と振り返ります。外部保管先の専門業者へテープ

を搬送する頻度は、月に一度。しかしインシデント

（例えば自然災害、火災など）が発生した場合、ひと

月前のデータは役に立ちません。「これを回避する

基幹業務サーバのバックアップデータを、まず社内

のiStorage HSシリーズに集約。計136TBのデー

タがiStorage HSシリーズに保管されており、NEC

独自の重複排除技術と物理圧縮（＊1）によって2TB

に圧縮し、活用されています。容量効率を飛躍的に

向上させることで「最長30世代分のデータが保存

できています。このような使い方ができるのも、うれ

しい点です」と加藤氏は強調します。

現在、1日あたり1.5TBのデータが更新されており、

このうち差分データだけ（＊2）を、Bフレッツ回線を

介して遠隔バックアップサイト（NECデータセン

ター）に自動でレプリケーション。これを日次で実施

しています。NECデータセンター内に設置した

iStorage HSシリーズは、シングルテナントによっ

て他社のデータと物理的に分けられており、十分な

セキュリティを確保しています。

中村氏は本サービスの導入効果として「当初の目的

に挙げていた『事業継続性の確保』が達成できた」こ

とを真っ先に挙げます。加えて、「現在、iStorage HS

シリーズへのバックアップと、レプリケーションでの

遠隔バックアップを、人を介さずに自動で実施できて

おり、運用の負荷は確実に軽減しています。また、

バックアップ用途にもう一台ストレージを購入して他

拠点で運用するという当初の計画と比較すると、

TCOの抑制にもつながっています」と補足します。

なお、三井ハイテック様では災害対策・BCPを、全

社・全部門共通の重要課題に掲げており、基幹業務

データの遠隔バックアップは、社内でその先鞭を付

けた取り組みとなります。「ビジネス影響度の調査

結果を踏まえたBCP対策の立案や、NECの支援を

得ながらIT災害復旧計画を整備した成果などは、主

幹部門にもフィードバックしており、社内の各組織

に良い影響を与えることができたと思っています」

と、中村氏は言います。

同社は今後、すべての基幹業務システムのデータ、

および社内文書のデータについて、遠隔バックアッ

プを行うことを構想しています。

また、現在は日次で行っているバックアップのサイク

ルをできるだけ短縮することで、データの保存性を

上げ、リカバリの工数を下げていく取り組みも進め

ていく考えです。

ために、日々の差分データを保持し、テープに保管

されたひと月前のデータに差分データを反映する

ことで、直近のデータとして復旧するように計画し

ていました」と、情報システム部 IT推進グループ 

加藤圭示氏は言います。差分データは、他県の事業

所にストレージを設置し、ネットワーク経由でバッ

クアップを行う体制を構築していました。

当時の三井ハイテック様には、このように日々の運

用負荷、コストの高さ、大規模災害の際に予想され

る復旧の手間など、課題が山積していました。そこ

で情報システム部門は、運用負荷の軽減とBCP強

化を目標に掲げ、「インシデントが発生した際に基幹

システムを早期に復旧させ、できる限り業務を止め

ない体制づくり」（中村氏）に取り掛かりました。

まず、2011年12月から基幹業務サーバの中の12台

を仮想化して3台に集約し、バックアップ業務も集
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基幹業務サーバのバックアップを、テープ搬送と
差分データの転送を組み合わせた複雑なしくみ
で運用していました。日々の運用負荷、コストの
高さ、大規模災害の際に予想される復旧の手間
など、課題が山積していました。

本社のマシンルームに、NECのバックアップスト
レージ「iStorage HSシリーズ」を導入。テープ
並みの低コストで、ディスクストレージ特有の高
速アクセスを実現し、運用管理コストも削減して
います。

遠隔バックアップの手段としては、当初、ディスクスト
レージ装置をもう一台導入して他県の事業所に設置
し、業務データを転送する方法を検討していました。し
かし、専任の管理者を配置することが難しく、装置の導
入にかかる初期コストもネックになっていました。事業
所の耐震・耐火性や電力供給にも不安がありました。

自前で新たにストレージ装置を用意することな
く、月額制の料金で基幹業務データを遠隔地の
データセンターへ安全にバックアップできる
「iStorage HS　遠隔バックアップサービス」を
利用。本社に大規模災害が発生しても、迅速な業
務復旧と事業継続が可能な体制を構築しました。

課題と成果
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装置購入不要、月額制、運用の手間いらず

差分データだけを
遠隔地へ自動的にレプリケーション

すべての基幹データを
遠隔地にバックアップ

事業継続性を確保。
TCOを抑制し、運用負荷も軽減

（＊1）…同一パターンのデータをまとめて記録し、さらに圧縮を加えること
で、ストレージに書き込む容量を大幅に削減できる技術。

（＊2）… iStorage HSシリーズは、重複排除技術を応用した、差分データだけ
を転送できる機能を有している。このため、ベストエフォート方式の
安価な回線であっても、遠隔地へのレプリケーションが実現できる。

お客様メインサイト バックアップサイト

NECデータセンター
iStorage HS シリーズ

複製

●三井ハイテック様は、基幹業務サーバのバックアップを、3種類の方法で実施。
①バックアップソフトによって直接 iStorage HSシリーズに書き込む。
②通常のファイルを iStorage HSシリーズにコピーする。
③サーバをシャットダウンした状態で、イメージバックアップを実施。これをファイルとして

iStorage HSシリーズにコピーする。

●重要性の高いデータについては、暗号化してからメインサイト側の iStorage HSシリーズ
にバックアップしている。

●最長30世代分のデータ計136TBを2TBに圧縮して保存

●堅牢なデータセンターにて、
バックアップデータを保護。容
量7TB。シングルテナントでの
完全排他で、セキュリティを確
保している。

●差分データのみが、バックアップサイトへ日次で転送される。専用線を敷くのではなく、ベストエ
フォート方式の安価な回線を利用することで、ランニングコストを低減している。
●転送データの暗号化に対応。
●日々の更新1.5TB分（実質差分80GB）を2時間40分で転送


