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る推進体制を取っています。各BUのIT部門においては、各自
の事業競争力向上に寄与するシステムを主管、構築・運営し、
コーポレートスタッフのIT戦略部は、全社の業務主管部門と
協力し、社内基幹システム(営業、経理など)、 ITインフラ(イ
ントラネット、電子メール、認証ディレクトリなど)を提供する
とともに、BUを支援する役割を担っています。

2.2 プロジェクトスコープ

　2004年3月、社内システムに関するBC/DR対策プロジェク
トが、以下のように発足しました(図1)。
1)目的/目標:社内基幹システムが、ホストコンピュータから
オープンシステムにリニューアルしたことを機に、事業継
続性の観点から現在のDRを見直し、経営レベルでのコミッ
トメントを得た上で、諸施策を推進していく。
2)スコープ:①企業経営の神経系としてのITのBC/DR目標
や課題の明確化・情報共有を図る、②ITインフラや社内基
幹システム間で整合の取れた実行計画を策定し経営者のコ
ミットメントを得て実施する、③ITのボトルネックに対する
継続的な改善のマネジメントサイクルを実施する。
3)推進体制:各BUのBC/DR対策は、IT部門から選出された
BC/DR推進者が中心になって、各BUの事業関係者の巻き
込みを図り、策定。IT戦略部は、BU横断的なITインフラ・
社内基幹システムの施策検討と、各BUの推進者の支援を
実施。

1. はじめに

　経営のリアルタイム化やデマンド/サプライチェーンでのビ
ジネスの相互依存度の高まりのなかで、ステークホルダとの
信頼関係の基盤として、事業継続(Business Continuity : 
BC)/災害対策(Disaster Recovery : DR)が重要視されていま
す。グローバルにおいてもISO(International Organization for 
Standardiza-tion) のTC223という委員会で事業継続計画書
(Business Continuity Plan : BCP)の国際標準化の検討が今年
の5月から開始されました。また、NECは、ビジネスのインフラ
となる情報システムやネットワークを提供するベンダとしてお
客様のビジネスに深くかかわり、寄与したいと望んでいます。
そのようなIT/ネットワークベンダとして、BC/DRにおいても、
まず自ら率先して取り組み、そのなかで得た成果やノウハウ
をお客様に提供したいと考えています。
　本稿では、NECのBC/DRの取り組みに対して、主にIT面を
中心に、①事業目標/戦略と整合の取れたBC/DR目標設定と
実行計画策定、②BC/DR推進方針と対策費用の捻出の考え
方などの工夫点や成果、についてご紹介します。

2. ITガバナンスと対策プロジェクト

2.1 NECのITガバナンス

　NECは、複数のビジネスユニット(以降、BU)から構成され
る連邦型の組織体制からなり、ITガバナンスは、これに対応す
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3. 事業目標/戦略と整合の取れたBC/DR目標設定と計画策定

　事業遂行に当たってのIT依存度やシステム連携など社内シ
ステムの状況を踏まえて、BCの観点から、BC/DR目標を明確
にすることが必要です。また、事業目標/戦略と整合するため
には、基本的な考え方を関係者で十分討議し、合意をとるこ
とが不可欠です。この検討プロセスと成果について以下に述
べます。 

3.1 検討プロセス

　検討プロセス＊の全体の流れは、①ビジネス影響度分析
(Business Impact Analysis : BIA)を行い、事業再開までの復
旧時間目標(Recovery Time Objective : RTO)と復旧時点目標
(Recovery Point Objective : RPO、最終バックアップ時点)を
設定し、②災害シナリオを想定しRTO/RPOの目標とのギャッ
プ分析を行い、課題を明確化して実行計画を策定しました。

3.2 BIAとBC/DR目標の設定

　NECでは、以下の点を留意して、事業目標/戦略観点との
整合の取れたITのBC/DR目標設定をしました(図2)。
1)BCを阻害するリスクには無数の原因となる災害がありま
す。それぞれに対して個別にすべての対応を網羅すること
は現実的ではありません。また原因が異なっても対応策に
は共通することが多くあります。そこで「原因系を問わず
最悪なケース」を想定して損失最小化の対応策に関する検
討を行い、個々の原因に対する対策は、組合せにより対応
できるように工夫しています。
2)BC/DR目標の設定は、ビジネスの耐えられない損失が出
るまでの限界となる時間で定義します。この目標が、事業
関係者の間で合意できるかどうかは、損失の拠り所となる
根拠に依存します。根拠となる指標を分析の前に明確にし
ておくことが重要です。指標には、大きく、定量的なもの
と定性的なものがあります。定量的な指標としては、受注
案件の解約、機会損失の発生、中期的なシェア低下などに
よる売上/利益へのインパクトを、定性的な指標としては、
お客様との信用/信頼関係などを表す指標を使いました。
3)効果的なBC/DR対策には、連携する業務プロセスの対応
に脆弱性を作らないための一貫対策が必要です。事業関係
者が、業務プロセスを鳥瞰しながら、依存する重要資源を
踏まえた、取り組み優先順位を検討、設定することが重要
です。
4)損失の最小化には、災害の発生からビジネス的に許容で
きなくなる限界に至るまでの損失の出方の特性を捕らえる

図1　NECでのBC/DRの取り組み

図2　BIAの取り組み

＊  NECではBC/DRサービスを以前より提供していましたが、さらに強化

するため2004年2月に、BCの先駆的企業であり、かつリーディングサー

ビスプロバイダである米国SunGard社(SunGard Availability Services)

と提携しました。NECでは、この実績ある方法論を導入し、今回ご紹

介した社内システムのBC/DRプロジェクトへの適用を通して得られた

成果・ノウハウをベースに日本の環境に合わせてローカライズし、NEC

独自の方法論に仕上げました。
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ことが有効です。NECのような製造業の場合には、事業の
停止が即時に損失の発生となるケースだけでなく、一定期
間を越えると非常に大きな損失の発生となるケースが多く
あります。損失の出方を時間軸で明確にし、急激に大きく
なる特異点に注目することで、「損失を大きくするボトルネッ
クとなる重要な資源が何か」、「損失を限界内に抑えるには
どの時点で何が継続できなければならないか」など損失最
小化の効果的な対応を図る上でのヒントが得られました。

3.3 災害シナリオと実行計画策定

　BC/DR諸施策を検討する上で、まず、その前提となる災害
シナリオを想定する必要があります。この災害シナリオを前
提として現状とのギャップを明確化し、BC/DR実行計画を策
定しました(図3)。
1)災害シナリオの具体的な想定としては、日本の地理的な
特性やNECの重要な事業活動拠点を踏まえ、客観的に切
迫性があり、かつ影響が大きく対策を講じる必要性につい
て関係者の納得感があるものを選択する必要があります。
そのような要件を満たす災害の情報源として中央防災会議
の検討結果に基づき、「首都直下型地震」を災害シナリオ
として想定しました。
2)BC/DRの課題を具体的に洗い出すためには、あるべき目
標と現状とのギャップの認識が有効です。想定した災害シ
ナリオを前提に、①緊急時の指揮・統制のセルフチェックや、
②復旧にかかる時間の予想をシミュレーションして、目標と

図3　ギャップ分析と施策策定 図4　基本推進指針

現状とのギャップを明らかにしました。
3)ギャップを埋めるための施策策定では、指揮系統など緊
急時対応やバックアップの事前準備など、できるところは
すぐに徹底するとともに、投資が必要となるものは、関連
施策と整合を取り、中期的に実現する計画を策定しました。

4. BC/DR推進方針と対策費用の捻出の考え方

　コーポレートスタッフのIT戦略部の立場から、各BUの策定
活動を進める上での課題や留意した点について以下に述べま
す。
・全社ITガバナンスの推進
・対策費用の捻出の考え方
・継続的な改善の推進

4.1 全社のITガバナンスの推進

　全社ITガバナンスの推進として、第1に、全社の復旧目標、
対応時期などを基本推進方針として提示しています(図4)。本
方針では、ITインフラや、社内基幹システムの目標レベルを明
確にし、このレベルごとに一貫対策を図っています。これに
基づき、データセンター集約、通信インフラ強化、BC/DRの共
通サービス強化などを進めています。
　次に、BC/DRの対応項目の指針を提示しています(図5)。項
目は大きく、①最低限のDR対策と、②復旧目標(RTO/RPO)
の実現に分けています。①は、災害において致命的な損傷を
被ることをできるだけ避けるための事前対策(減災対策)や、
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被災時に復旧が可能であることの担保(データの防災保管)と
いった対策項目の徹底を挙げています。②は、最低限のDR
対策実施に加えて、BCのための時間内/時点までの目標の実
現を挙げています。対象範囲は、本検討により明確化した重
要ITに対して、①と②の両方の実現を要請しています。

4.2 対策費用の捻出の考え方

　BC/DR計画を策定する上の最大の壁は、その対策費用を
どう捻出するかということです。NECでは、システム/サービス
のリニューアルのタイミングで、ハードウェアのコストパフォー
マンスの高いモデルへの集約、標準化、およびミドルウェア
を含めたシステム管理機能の集約によってコスト削減を図り
BC/DR実装の原資を捻出しました。
　NECの国内営業システム(BEATなど)のリニューアルにおい
て、上記の考え方に基づき、TCOを削減しつつ、BC/DRを実行
できることを実証しました。     

4.3 継続的な改善の推進

　BC/DRは、ボトルネックとなる脆弱性に対して底上げする
ことが重要で、PDCA(Plan－Do－Check－Act)のマネジメント
サイクルを継続的に回す必要があります。それには、重要IT・
依存関係、ボトルネック・脆弱性、および取り組み・進捗状
況を定期的に関係者の間で情報共有を図ることが有効です。
第一歩として、関連する自部門間で年度ごとの取り組み状況
を可視化し、関係者による情報共有を促進するところから取
り組んでいます(図6)。

図5　対策の策定指針

5. 今後の課題と取り組み

　BCを図るために時間軸のなかで対応計画を事前に講じて
おくことの重要性を再認識しました。
　今後はさらに、「ビジネス面のBC/DR」と「IT面のBC/DR」
とをバランスよく継続的に整合性をとる必要がありますので、
スタッフ部門で進めている経営中枢維持計画(経営者を含めた
緊急連絡網・体制確立、責任の所在見直しや従業員安否確認、
災害時情報収集など)と、各BUが進めているリスク対応を踏
まえた対策との連携を進めていきます。
　BCの実現は、CSR、リスクマネジメントの視点も含め、経営
の最重要課題の1つとの認識の上、全社で継続的に取り組む
必要があると考えています。 

図6　取り組みの可視化
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