
企業の情報システムは、事業方針や外部環境の変化に合わせて、柔軟に拡

張、更新していく必要があります。しかし、そうした「上物（うわもの）とな

る情報システムの柔軟性」を確保するためには、それを支える下部構造が

強固である必要があります。

情報システムの下部構造としては、一般に「サーバ（仮想化）基盤」「ネット

ワーク基盤」などが重視されていますが、「バックアップ基盤」も同じく重

要だと考えます。

というのも、どのような情報システムをどのような形で構築するにせよ、

その可用性を支えるためのバックアップは必須だからです。必ず備えるも

のであれば、その都度、追加・変更するのではなく、標準化・統合化された

「大きな基盤」をあらかじめ用意し、運用を統一化しておく方が、長期的視

点で見た拡張性、柔軟性、費用対効果において適切です。

一方、バックアップが、各システム（各サーバ・OS）に個別に分散構築され

ている場合、将来システムを拡張・新設する際は、バックアップシステムを

その運用を含めて「継ぎ足す」ことになり、構築・運用のコスト高の原因と

なります。またバックアップ本来の目的である「可用性の確保」「ディザス

タリカバリ体制の確保」も担保しにくくなります。

今回のプロジェクトでは、バックアップ共通基盤の構築を通じて「上物の

システムがどう増えようとも、どう変わろうともOK」「何があってもバック

アップ基盤は変化なし。ディザスタリカバリ体制にも劣化なし」という状

態を確立したいと考えました。

災害など非常事態が起きたときに、それが原因でケーヒンの工場での生

産が止まると、納入先である完成車メーカーの生産ラインに悪影響が及

びます。これを防ぐためにも、ケーヒン社内でのディザスタリカバリの体

制を、十分な水準で確立する必要があります。

このディザスタリカバリについて、生産管理システムでは、かつて「一週間

以内の復旧」が目安でした。

しかし、2011年の東日本大震災の経験を契機に（※ケーヒンの主要生産

拠点は宮城県にあります）、現在は、復旧までの時間の目安を「24時間以

内」に短縮しました。

また「バックアップの保管場所」についても、「元システムがある場所から

50km以上離れた場所に保管する」という内規を設けました。

今回のバックアップ共通基盤構築を通じて、これら「24時間以内の復旧」

「50km以上離れた場所へのバックアップ保管」などの指針を現実化し、

ディザスタリカバリ体制をさらに強化することを目指しました。

工場生産のディザスタリカバリにおいて最も重要な情報システムは、「生

産管理システム」です。今回のプロジェクトでは、生産管理システムを24時

間以内に再開するための「災害対策機へのデータ同期の間隔縮小と自動

化環境の確立」を要件としました。

災害対策機には、非常時に「すぐに使えること（24時間以内）」「必ず使える

こと（リストアの失敗は許されない）」、そして「生産拠点から50km以上離

れた遠隔地に置くこと」を求めました。

従来は、バックアップ媒体はテープでした。しかしテープは、出し入れなど

取り扱いに手間がかかり、また広い保管スペースも必要になるなど利便性

に欠けます。

さらに耐久性についても、「テープが伸びて使えなくなる」ことがあるな

ど、さほど高くありません。

今回のバックアップ共通基盤では、媒体を、より取り扱いが容易な「ディス

ク」に切り替えたいと考えました。

以前は、宮城第二製作所で取得したバックアップテープを袋詰めにして

栃木開発センターの保管場所にトラックで陸送していました。これは人件

費（手間）と輸送費ともに高負担です。

新たに構築するバックアップ共通基盤では、宮城第二製作所から栃木開発

センター（あるいは栃木開発センターから宮城第二製作所）へのバックアッ

プはネットワーク経由で行い、工数とコスト両面の低減を狙いました。

従来の、個別管理型のバックアップでは、バックアップやリストアの手順、

水準、使用ソフトウェア、そしてバックアップの保管場所はすべてがバラバ

ラでした。

作業の手順、水準の不統一は、ミス、抜け、漏れの原因となります。今回の

バックアップ共通基盤の構築を通じて、バックアップに関連する運用手

順、保管形態、活用ソフトウェア、ハードウェアなどを標準化、一元管理し

たいと考えました。

バックアップは、通常の情報システムと違い、平常時にはその「効果」が実

感できません。その効果は「非常事態が起きてデータをリストアするとき」

に初めて実感できます。

しかし運用手順や保管形態がシステムごとにバラバラな状態では、「災害

など非常事態が起きたときに『迅速に』リストアできるのか」｢運用要員が

各システムすべてのリストア手順を正確に把握しているかどうかが不明」

「そもそも本当にリストアできるのか?」などの疑問が生じます。つまりリ

ストアの速度と確度が不明確です。

バックアップを分散管理している状態、つまりバラバラの状態とは、すな

わち、｢あるシステムでは上手くいったとしても、別のシステムで上手くいく

とは限らない状態」ともいえます。システム可用性の「最後の砦」ともいう

べきバックアップが、このように不確定な状況であることは、BCP確保の

観点から見て好ましいことではありません。

今回のプロジェクトを通じて、主要な情報システムのバックアップを｢一つ

の共通基盤」で集中管理することにより、現在と将来の主要情報システム

について、「バックアップが確実に取れること」「非常時のリストアが迅速・

確実に行えること」を担保したいと考えました。

以上が、バックアップ共通基盤を構築した7つの目的です。

NECは、バックアップ対象となる42システム（42サーバ）について、各シス

テムを圧縮バックアップした際の容量がどの程度になるかを、サーバ1つ

1つに対し精密なシミュレーションと実検証を行った上で、信憑性のある

数値を提案してきました。ケーヒンのファイル、運用では全体で1/10ほど

になるとのことでした。現在の容量は、圧縮前：158TB、圧縮後：16TBと

なっており、ほぼ1/10の圧縮率です。

今回、候補となったSI企業の中で、カタログベースの数値だけでなく、シ

ミュレーションと検証に基づく数値提案をしてきたのはNECだけでした。

今回のプロジェクトは、「『すでに存在する42サーバのバックアップシステ

ム、およびその運用』を、いったん『バラす』ような形で分解し、それを単一

のバックアップ基盤に統合し、標準化を行う」という作業になります。しか

し、これは大変に面倒な作業です。

というのも、それらのサーバは、OSは、複数のWindows Server、AIXと多

種多様ですし、データベースは、SQL Database、Oracle Database、DB2、

アプリケーションは、OracleEBS、Notes、SharePoint、Exchange、その

他独自開発業務、と多種多様だからです。その上、それらのシステムはNEC

以外の企業が構築したものです。

し、その宣言通りに業務を実行しました。

考えようによっては、スケジューリング（予定）というのは、「それが粗くて

も細かくても、実際の作業が期限内に終わりさえすればそれでよい」とも

いえます。しかし、経験的にいえば、やはりスケジューリングが粗い会社

は作業が遅れることが多く、それが精緻な会社は作業も納期通りに終わ

るという傾向があります。

スケジューリングの緻密さについては、これまでつきあってきたSI会社の

中で、NECが突出していました。

ケーヒンでは、2012年にバックアップ共通基盤を構築し、その半年後に

仮想化共通基盤を構築。サーバ仮想化が可能なWindowsサーバは順次

載せ替えました。この「バックアップ共通基盤 → 仮想化共通基盤」という

順番は、今ふりかえれば、適切な順番（段取り）だったと思います。 

バックアップ共通基盤を構築するに際しては、システム領域とデータ領域

を区別し、それぞれ別々にバックアップを取りました。このシステム領域と

データ領域の分割を、バックアップ共通基盤を構築するとき先に済ませて

おいたことにより、仮想化共通基盤とバックアップ共通基盤でのシステム

領域に関する考え方を矛盾なく統一できました。

バックアップ共通基盤は考えようによっては、仮想化共通基盤のさらに下

に位置する「基盤の基盤」ともいえます。

まずバックアップ共通基盤を確立し、その次に仮想化共通基盤を構築した

ことは、順番としては適切だったのではないかと思います。

また、これから仮想化共通基盤を構築される企業の方には、将来のバック

アップ共通基盤を見据えたバックアップの設計をすることをおすすめし

ます。

ここ数年で、ケーヒンはNECにバックアップ共通基盤の他、仮想化共通基

盤（プライベートクラウド）、システム監視共通基盤など、多くの全社で標

準化されたIT共通基盤のプロジェクトを依頼しています。

ケーヒンの情報システム部門では、今後とも情報システムの基盤強化、

BCP強化、そして顧客満足の向上に努める所存です。NECには、優れた

製品、SI、サポートを継続提供いただくことを通じて、ケーヒンの情報シス

テム部門のシステム基盤改善の取り組みを、後方支援していただくことを

希望します。今後ともよろしくお願いします。 

NECとは以前から取引があったので、今回のプロジェクトについても、ま

ず提案を求めました。

NECからはバックアップストレージとしてiStorage HSが提案され、その

とき「圧縮率は平均1/20です」という説明があったので関心を持ちました。

その数字に信憑性を感じたからです。

ストレージメーカーの中には、圧縮率が1/200とか1/300とか、非現実的な

数値を平然と述べる企業もありました。しかしデータの圧縮率は、圧縮対象

となるファイルの種類により大きく変動します。1/200というのは、何らか

の圧縮しやすいファイルで記録した「瞬間最大風速」のような数値としか思

えませんでした。

一方、NECの「平均で、1/20」という説明には現実性と誠実さを感じました。

また、「ファイルの種類や運用により圧縮率は変化し1/8～1/40位の圧縮率

であることが多い」「圧縮しにくいことで知られているOracle Database

のアーカイブログは、重複排除の技術により1/9まで圧縮できる」という

現実性のある説明がありました。

この他、「独自のDRD（データ分散配置）技術により、ディスク3台が故障し

たとしても、データが失われないストレージ構造です」という説明もあり、

信頼性、可用性も高そうに思われました。 

NECの他には、大手SI企業のA社、B社が候補に挙がりました。A社はクラ

ウドバックアップを、B社は有名ストレージメーカーの製品を提案してきま

した。

まずA社の提案については、クラウドバックアップの発想は面白いものの、

現実的ではなかったので見送りました。B社の提案内容は、NECに匹敵

するものでしたが、最終的には、NECの方が、「iStorage HS 製品」のみ

ならず、「提案・SI・サポート力」において優れていました。

具体的に次の3点を評価しました。

1. ｢ストレージ容量の精密な事前シミュレーション」

必要となるストレージ容量を、入念なシミュレーション、実試験を通

じて精密に見積もった。

　　 

2. ｢面倒な作業への取り組み姿勢」

他社が構築したバックアップ、およびその運用をいったんバラして再

び統合するという「面倒な作業」に対し、誠実に取り組む姿勢を見せた。

　 

3. ｢サポート体制」

24時間365日のサポート体制。

株式会社ケーヒン 様
バックアップ共通基盤 導入事例

全社標準となるバックアップ共通基盤を
iStorage HSを使って構築。
UNIXサーバや将来の仮想化共通基盤上の業務も対象に

株式会社ケーヒン（以下、ケーヒン）がNECに依頼したプロジェクトの
概要を教えてください。

今回「バックアップ共通基盤の構築」を実施した理由を教えてください。

株式会社ケーヒン 情報システム部 課長 内山喜代枝氏、係長 今野幸一郎氏、担当 高橋和也氏に、全社バックアップ

共通基盤の構築をNECに依頼した経緯とその導入効果について詳しく聞きました。

ケーヒンは、NECに「全社標準となるバックアップ共通基盤の構築」を依頼しました。

具体的な内容は、「生産管理、財務管理、販売管理など主要70システムのバックアップを、従来の

『分散個別運用（テープ）』から『一元標準化運用（ディスク）』に移行させること」「災害時の生産再開

に要する期間を24時間以内にするために、生産管理システムの『災害対策機』を強化させること」

の2点です。

今回、主要情報システムのバックアップを、分散個別運用から一元標準化運用に移行したことの意義

は次のとおりです。

将来のシステム拡張・変更を見越した、低コストかつ強固な、「バックアップ共通
基盤」の確立

取引先のラインを止めないための、ディザスタリカバリ（災害復旧）体制の強化

24時間以内に生産を復旧するための、生産管理システムの「災害対策機」の強化

テープからディスクへ。バックアップ工数の低減

ネットワーク経由でのバックアップの確立

バックアップの手順、水準を、全システムで統一、標準化する

いざというときのリストアの確度、速度を担保する
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このたび構築した「バックアップ共通基盤」の概要は次のとおりです。

工場の操業のために最重要のシステムである｢生産管理システム」は、

UNIX OSのAIXを搭載したサーバで構成しています。これは、災害など

非常事態が発生した場合でも、ただちに再開できる必要があります。

そこで、生産管理システムについては、非常時でも速やかに稼働再開でき

るよう「災害対策機」を強化し、データ同期の間隔縮小と自動化環境を確

立することにしました。

災害対策機の仕様は次のとおりです。

自分が構築したシステムならともかく、他人が構築した雑多なシステムの

バックアップを、「バラして、また統合する」のは、きわめて地道で泥臭い作

業になります。実際、それに嫌気がさしたのか、作業範囲外と明確に線を引

くSI企業もありました。しかしNECは、その面倒さを嫌がらず、業務を着実

に遂行する姿勢を示しました。

ただし、この点については、最終的には「実施してみないと分からない」と

いう懸念はありましたが。

今回のプロジェクトは「BCPの強化を意識した全社バックアップ共通基

盤の確立」が目的なので、その運用体制は、「24時間365日、止まらない

こと」「障害発生時にはただちに駆けつけて復旧すること」が必須要件で

した。

NECからは、｢NECグループ内のITサポート企業であるNECフィールディ

ングと連携し、障害発生時には2時間以内を目標に駆けつける」という提

案がありました。日本の企業らしい、確実性を感じさせる提案でした。

このようにNECは、｢iStorage HS という優れたハードウェア」｢高い提案・

SI能力」｢堅実なサポート体制」のすべてを備えていたので、今回のバック

アップ共通基盤の構築はNECに依頼することを決めました。

2011年10月に構築を開始し、翌2012年3月に稼働開始となりました。

現在、使用を始めてから1年半が経過しています。

その点については、特に問題なく進行しました。

NECには当初の期待通り、誠実、確実に業務を遂行していただき、76シス

テムすべてのバックアップを無事に統合・標準化することができています。

中には当初、バックアップ統合が上手くいかないシステムもありましたが、

そのときはまずNECが障害原因を分析し、その結果を、そのシステムを最

初に構築したSI企業に連絡し、そのSI企業に障害箇所を修正させました。

一連の作業は、静かに進行しました。その｢静かに進んだこと」自体が評価

に値すると考えます。

他社が構築したシステムでの障害を解決するには、その会社に動いてもら

うしかありません。しかしこれは、その会社にしてみれば、あまり乗り気の

する作業ではないはずです。

もしもNECの分析が不十分であるならば、そのSI企業から「その障害の

原因は弊社ではないと思われます」と突き返されていたかもしれません。

しかし実際には、そうした事態は生じず、すべてのSI企業に協力的に対応

していただけました。これは、NECの切り分け、分析、報告が論理的で的

確であったことを示しています。

NECに、大きなプロジェクトを依頼したのは今回が初めてですが、どの局

面でも、逃げずに、粘り強く、必ずやり通す姿勢を一貫して示し続けたこと

は、さすがだと思いました。

iStorage HSの耐久性・信頼性は期待通りでした。

1年半の稼働期間の中でディスク1台が故障しましたが、当初の説明どお

り、高信頼技術であるDRD技術とNECフィールディングのサポートによ

り可用性に問題は生じませんでした。

ユーザー側としては、｢ディスクが故障するかしないか」は、さほど気にして

いません。ハードディスクは消耗品なので、｢1年半で1台」くらいは当然、

故障すると思います。

こちらが気にするのは｢それが可用性に影響を与えるかどうか」です。この

点については、iStorage HSのDRD技術と、NECフィールディングのサ

ポートにより、可用性は当初の期待通りのレベルで確保されました。

NECのSI作業については、｢仕事のスケジューリングの緻密さ」が印象的

でした。

ほとんどのSI企業のスケジューリング精度が、｢大日程」｢中日程」までであ

るのに対し、NECからは｢タスクレベルの緻密なスケジューリング」が提出

されてきました。

NECは常に「いつまでに、何を、どこまでやる」ということを細かく宣言



企業の情報システムは、事業方針や外部環境の変化に合わせて、柔軟に拡

張、更新していく必要があります。しかし、そうした「上物（うわもの）とな

る情報システムの柔軟性」を確保するためには、それを支える下部構造が

強固である必要があります。

情報システムの下部構造としては、一般に「サーバ（仮想化）基盤」「ネット

ワーク基盤」などが重視されていますが、「バックアップ基盤」も同じく重

要だと考えます。

というのも、どのような情報システムをどのような形で構築するにせよ、

その可用性を支えるためのバックアップは必須だからです。必ず備えるも

のであれば、その都度、追加・変更するのではなく、標準化・統合化された

「大きな基盤」をあらかじめ用意し、運用を統一化しておく方が、長期的視

点で見た拡張性、柔軟性、費用対効果において適切です。

一方、バックアップが、各システム（各サーバ・OS）に個別に分散構築され

ている場合、将来システムを拡張・新設する際は、バックアップシステムを

その運用を含めて「継ぎ足す」ことになり、構築・運用のコスト高の原因と

なります。またバックアップ本来の目的である「可用性の確保」「ディザス

タリカバリ体制の確保」も担保しにくくなります。

今回のプロジェクトでは、バックアップ共通基盤の構築を通じて「上物の

システムがどう増えようとも、どう変わろうともOK」「何があってもバック

アップ基盤は変化なし。ディザスタリカバリ体制にも劣化なし」という状

態を確立したいと考えました。

災害など非常事態が起きたときに、それが原因でケーヒンの工場での生

産が止まると、納入先である完成車メーカーの生産ラインに悪影響が及

びます。これを防ぐためにも、ケーヒン社内でのディザスタリカバリの体

制を、十分な水準で確立する必要があります。

このディザスタリカバリについて、生産管理システムでは、かつて「一週間

以内の復旧」が目安でした。

しかし、2011年の東日本大震災の経験を契機に（※ケーヒンの主要生産

拠点は宮城県にあります）、現在は、復旧までの時間の目安を「24時間以

内」に短縮しました。

また「バックアップの保管場所」についても、「元システムがある場所から

50km以上離れた場所に保管する」という内規を設けました。

今回のバックアップ共通基盤構築を通じて、これら「24時間以内の復旧」

「50km以上離れた場所へのバックアップ保管」などの指針を現実化し、

ディザスタリカバリ体制をさらに強化することを目指しました。

工場生産のディザスタリカバリにおいて最も重要な情報システムは、「生

産管理システム」です。今回のプロジェクトでは、生産管理システムを24時

間以内に再開するための「災害対策機へのデータ同期の間隔縮小と自動

化環境の確立」を要件としました。

災害対策機には、非常時に「すぐに使えること（24時間以内）」「必ず使える

こと（リストアの失敗は許されない）」、そして「生産拠点から50km以上離

れた遠隔地に置くこと」を求めました。

従来は、バックアップ媒体はテープでした。しかしテープは、出し入れなど

取り扱いに手間がかかり、また広い保管スペースも必要になるなど利便性

に欠けます。

さらに耐久性についても、「テープが伸びて使えなくなる」ことがあるな

ど、さほど高くありません。

今回のバックアップ共通基盤では、媒体を、より取り扱いが容易な「ディス

ク」に切り替えたいと考えました。

以前は、宮城第二製作所で取得したバックアップテープを袋詰めにして

栃木開発センターの保管場所にトラックで陸送していました。これは人件

費（手間）と輸送費ともに高負担です。

新たに構築するバックアップ共通基盤では、宮城第二製作所から栃木開発

センター（あるいは栃木開発センターから宮城第二製作所）へのバックアッ

プはネットワーク経由で行い、工数とコスト両面の低減を狙いました。

従来の、個別管理型のバックアップでは、バックアップやリストアの手順、

水準、使用ソフトウェア、そしてバックアップの保管場所はすべてがバラバ

ラでした。

作業の手順、水準の不統一は、ミス、抜け、漏れの原因となります。今回の

バックアップ共通基盤の構築を通じて、バックアップに関連する運用手

順、保管形態、活用ソフトウェア、ハードウェアなどを標準化、一元管理し

たいと考えました。

バックアップは、通常の情報システムと違い、平常時にはその「効果」が実

感できません。その効果は「非常事態が起きてデータをリストアするとき」

に初めて実感できます。

しかし運用手順や保管形態がシステムごとにバラバラな状態では、「災害

など非常事態が起きたときに『迅速に』リストアできるのか」｢運用要員が

各システムすべてのリストア手順を正確に把握しているかどうかが不明」

「そもそも本当にリストアできるのか?」などの疑問が生じます。つまりリ

ストアの速度と確度が不明確です。

バックアップを分散管理している状態、つまりバラバラの状態とは、すな

わち、｢あるシステムでは上手くいったとしても、別のシステムで上手くいく

とは限らない状態」ともいえます。システム可用性の「最後の砦」ともいう

べきバックアップが、このように不確定な状況であることは、BCP確保の

観点から見て好ましいことではありません。

今回のプロジェクトを通じて、主要な情報システムのバックアップを｢一つ

の共通基盤」で集中管理することにより、現在と将来の主要情報システム

について、「バックアップが確実に取れること」「非常時のリストアが迅速・

確実に行えること」を担保したいと考えました。

以上が、バックアップ共通基盤を構築した7つの目的です。

NECは、バックアップ対象となる42システム（42サーバ）について、各シス

テムを圧縮バックアップした際の容量がどの程度になるかを、サーバ1つ

1つに対し精密なシミュレーションと実検証を行った上で、信憑性のある

数値を提案してきました。ケーヒンのファイル、運用では全体で1/10ほど

になるとのことでした。現在の容量は、圧縮前：158TB、圧縮後：16TBと

なっており、ほぼ1/10の圧縮率です。

今回、候補となったSI企業の中で、カタログベースの数値だけでなく、シ

ミュレーションと検証に基づく数値提案をしてきたのはNECだけでした。

今回のプロジェクトは、「『すでに存在する42サーバのバックアップシステ

ム、およびその運用』を、いったん『バラす』ような形で分解し、それを単一

のバックアップ基盤に統合し、標準化を行う」という作業になります。しか

し、これは大変に面倒な作業です。

というのも、それらのサーバは、OSは、複数のWindows Server、AIXと多

種多様ですし、データベースは、SQL Database、Oracle Database、DB2、

アプリケーションは、OracleEBS、Notes、SharePoint、Exchange、その

他独自開発業務、と多種多様だからです。その上、それらのシステムはNEC

以外の企業が構築したものです。

し、その宣言通りに業務を実行しました。

考えようによっては、スケジューリング（予定）というのは、「それが粗くて

も細かくても、実際の作業が期限内に終わりさえすればそれでよい」とも

いえます。しかし、経験的にいえば、やはりスケジューリングが粗い会社

は作業が遅れることが多く、それが精緻な会社は作業も納期通りに終わ

るという傾向があります。

スケジューリングの緻密さについては、これまでつきあってきたSI会社の

中で、NECが突出していました。

ケーヒンでは、2012年にバックアップ共通基盤を構築し、その半年後に

仮想化共通基盤を構築。サーバ仮想化が可能なWindowsサーバは順次

載せ替えました。この「バックアップ共通基盤 → 仮想化共通基盤」という

順番は、今ふりかえれば、適切な順番（段取り）だったと思います。 

バックアップ共通基盤を構築するに際しては、システム領域とデータ領域

を区別し、それぞれ別々にバックアップを取りました。このシステム領域と

データ領域の分割を、バックアップ共通基盤を構築するとき先に済ませて

おいたことにより、仮想化共通基盤とバックアップ共通基盤でのシステム

領域に関する考え方を矛盾なく統一できました。

バックアップ共通基盤は考えようによっては、仮想化共通基盤のさらに下

に位置する「基盤の基盤」ともいえます。

まずバックアップ共通基盤を確立し、その次に仮想化共通基盤を構築した

ことは、順番としては適切だったのではないかと思います。

また、これから仮想化共通基盤を構築される企業の方には、将来のバック

アップ共通基盤を見据えたバックアップの設計をすることをおすすめし

ます。

ここ数年で、ケーヒンはNECにバックアップ共通基盤の他、仮想化共通基

盤（プライベートクラウド）、システム監視共通基盤など、多くの全社で標

準化されたIT共通基盤のプロジェクトを依頼しています。

ケーヒンの情報システム部門では、今後とも情報システムの基盤強化、

BCP強化、そして顧客満足の向上に努める所存です。NECには、優れた

製品、SI、サポートを継続提供いただくことを通じて、ケーヒンの情報シス

テム部門のシステム基盤改善の取り組みを、後方支援していただくことを

希望します。今後ともよろしくお願いします。 

NECとは以前から取引があったので、今回のプロジェクトについても、ま

ず提案を求めました。

NECからはバックアップストレージとしてiStorage HSが提案され、その

とき「圧縮率は平均1/20です」という説明があったので関心を持ちました。

その数字に信憑性を感じたからです。

ストレージメーカーの中には、圧縮率が1/200とか1/300とか、非現実的な

数値を平然と述べる企業もありました。しかしデータの圧縮率は、圧縮対象

となるファイルの種類により大きく変動します。1/200というのは、何らか

の圧縮しやすいファイルで記録した「瞬間最大風速」のような数値としか思

えませんでした。

一方、NECの「平均で、1/20」という説明には現実性と誠実さを感じました。

また、「ファイルの種類や運用により圧縮率は変化し1/8～1/40位の圧縮率

であることが多い」「圧縮しにくいことで知られているOracle Database

のアーカイブログは、重複排除の技術により1/9まで圧縮できる」という

現実性のある説明がありました。

この他、「独自のDRD（データ分散配置）技術により、ディスク3台が故障し

たとしても、データが失われないストレージ構造です」という説明もあり、

信頼性、可用性も高そうに思われました。 

NECの他には、大手SI企業のA社、B社が候補に挙がりました。A社はクラ

ウドバックアップを、B社は有名ストレージメーカーの製品を提案してきま

した。

まずA社の提案については、クラウドバックアップの発想は面白いものの、

現実的ではなかったので見送りました。B社の提案内容は、NECに匹敵

するものでしたが、最終的には、NECの方が、「iStorage HS 製品」のみ

ならず、「提案・SI・サポート力」において優れていました。

具体的に次の3点を評価しました。

1. ｢ストレージ容量の精密な事前シミュレーション」

必要となるストレージ容量を、入念なシミュレーション、実試験を通

じて精密に見積もった。

　　 

2. ｢面倒な作業への取り組み姿勢」

他社が構築したバックアップ、およびその運用をいったんバラして再

び統合するという「面倒な作業」に対し、誠実に取り組む姿勢を見せた。

　 

3. ｢サポート体制」

24時間365日のサポート体制。

全社標準となるバックアップ共通基盤を
iStorage HSを使って構築。
UNIXサーバや将来の仮想化共通基盤上の業務も対象に

目的1．
「将来のシステム拡張・変更を見越した、低コストかつ強固な、
『バックアップ共通基盤』の確立」とは。

目的3．
「24時間以内に生産を復旧するための、生産管理システムの
『災害対策機』の強化」とは。

目的4．
「テープからディスクへ。バックアップ工数の低減」とは。

目的5．
「ネットワーク経由でのバックアップの確立」とは。

目的6．
「バックアップの手順、水準を、全システムで統一、
標準化する」とは。

目的2．
「取引先のラインを止めないための、ディザスタリカバリ体制
の強化」とは。

このたび構築した「バックアップ共通基盤」の概要は次のとおりです。

工場の操業のために最重要のシステムである｢生産管理システム」は、

UNIX OSのAIXを搭載したサーバで構成しています。これは、災害など

非常事態が発生した場合でも、ただちに再開できる必要があります。

そこで、生産管理システムについては、非常時でも速やかに稼働再開でき

るよう「災害対策機」を強化し、データ同期の間隔縮小と自動化環境を確

立することにしました。

災害対策機の仕様は次のとおりです。

自分が構築したシステムならともかく、他人が構築した雑多なシステムの

バックアップを、「バラして、また統合する」のは、きわめて地道で泥臭い作

業になります。実際、それに嫌気がさしたのか、作業範囲外と明確に線を引

くSI企業もありました。しかしNECは、その面倒さを嫌がらず、業務を着実

に遂行する姿勢を示しました。

ただし、この点については、最終的には「実施してみないと分からない」と

いう懸念はありましたが。

今回のプロジェクトは「BCPの強化を意識した全社バックアップ共通基

盤の確立」が目的なので、その運用体制は、「24時間365日、止まらない

こと」「障害発生時にはただちに駆けつけて復旧すること」が必須要件で

した。

NECからは、｢NECグループ内のITサポート企業であるNECフィールディ

ングと連携し、障害発生時には2時間以内を目標に駆けつける」という提

案がありました。日本の企業らしい、確実性を感じさせる提案でした。

このようにNECは、｢iStorage HS という優れたハードウェア」｢高い提案・

SI能力」｢堅実なサポート体制」のすべてを備えていたので、今回のバック

アップ共通基盤の構築はNECに依頼することを決めました。

2011年10月に構築を開始し、翌2012年3月に稼働開始となりました。

現在、使用を始めてから1年半が経過しています。

その点については、特に問題なく進行しました。

NECには当初の期待通り、誠実、確実に業務を遂行していただき、76シス

テムすべてのバックアップを無事に統合・標準化することができています。

中には当初、バックアップ統合が上手くいかないシステムもありましたが、

そのときはまずNECが障害原因を分析し、その結果を、そのシステムを最

初に構築したSI企業に連絡し、そのSI企業に障害箇所を修正させました。

一連の作業は、静かに進行しました。その｢静かに進んだこと」自体が評価

に値すると考えます。

他社が構築したシステムでの障害を解決するには、その会社に動いてもら

うしかありません。しかしこれは、その会社にしてみれば、あまり乗り気の

する作業ではないはずです。

もしもNECの分析が不十分であるならば、そのSI企業から「その障害の

原因は弊社ではないと思われます」と突き返されていたかもしれません。

しかし実際には、そうした事態は生じず、すべてのSI企業に協力的に対応

していただけました。これは、NECの切り分け、分析、報告が論理的で的

確であったことを示しています。

NECに、大きなプロジェクトを依頼したのは今回が初めてですが、どの局

面でも、逃げずに、粘り強く、必ずやり通す姿勢を一貫して示し続けたこと

は、さすがだと思いました。

iStorage HSの耐久性・信頼性は期待通りでした。

1年半の稼働期間の中でディスク1台が故障しましたが、当初の説明どお

り、高信頼技術であるDRD技術とNECフィールディングのサポートによ

り可用性に問題は生じませんでした。

ユーザー側としては、｢ディスクが故障するかしないか」は、さほど気にして

いません。ハードディスクは消耗品なので、｢1年半で1台」くらいは当然、

故障すると思います。

こちらが気にするのは｢それが可用性に影響を与えるかどうか」です。この

点については、iStorage HSのDRD技術と、NECフィールディングのサ

ポートにより、可用性は当初の期待通りのレベルで確保されました。

NECのSI作業については、｢仕事のスケジューリングの緻密さ」が印象的

でした。

ほとんどのSI企業のスケジューリング精度が、｢大日程」｢中日程」までであ

るのに対し、NECからは｢タスクレベルの緻密なスケジューリング」が提出

されてきました。

NECは常に「いつまでに、何を、どこまでやる」ということを細かく宣言



企業の情報システムは、事業方針や外部環境の変化に合わせて、柔軟に拡

張、更新していく必要があります。しかし、そうした「上物（うわもの）とな

る情報システムの柔軟性」を確保するためには、それを支える下部構造が

強固である必要があります。

情報システムの下部構造としては、一般に「サーバ（仮想化）基盤」「ネット

ワーク基盤」などが重視されていますが、「バックアップ基盤」も同じく重

要だと考えます。

というのも、どのような情報システムをどのような形で構築するにせよ、

その可用性を支えるためのバックアップは必須だからです。必ず備えるも

のであれば、その都度、追加・変更するのではなく、標準化・統合化された

「大きな基盤」をあらかじめ用意し、運用を統一化しておく方が、長期的視

点で見た拡張性、柔軟性、費用対効果において適切です。

一方、バックアップが、各システム（各サーバ・OS）に個別に分散構築され

ている場合、将来システムを拡張・新設する際は、バックアップシステムを

その運用を含めて「継ぎ足す」ことになり、構築・運用のコスト高の原因と

なります。またバックアップ本来の目的である「可用性の確保」「ディザス

タリカバリ体制の確保」も担保しにくくなります。

今回のプロジェクトでは、バックアップ共通基盤の構築を通じて「上物の

システムがどう増えようとも、どう変わろうともOK」「何があってもバック

アップ基盤は変化なし。ディザスタリカバリ体制にも劣化なし」という状

態を確立したいと考えました。

災害など非常事態が起きたときに、それが原因でケーヒンの工場での生

産が止まると、納入先である完成車メーカーの生産ラインに悪影響が及

びます。これを防ぐためにも、ケーヒン社内でのディザスタリカバリの体

制を、十分な水準で確立する必要があります。

このディザスタリカバリについて、生産管理システムでは、かつて「一週間

以内の復旧」が目安でした。

しかし、2011年の東日本大震災の経験を契機に（※ケーヒンの主要生産

拠点は宮城県にあります）、現在は、復旧までの時間の目安を「24時間以

内」に短縮しました。

また「バックアップの保管場所」についても、「元システムがある場所から

50km以上離れた場所に保管する」という内規を設けました。

今回のバックアップ共通基盤構築を通じて、これら「24時間以内の復旧」

「50km以上離れた場所へのバックアップ保管」などの指針を現実化し、

ディザスタリカバリ体制をさらに強化することを目指しました。

工場生産のディザスタリカバリにおいて最も重要な情報システムは、「生

産管理システム」です。今回のプロジェクトでは、生産管理システムを24時

間以内に再開するための「災害対策機へのデータ同期の間隔縮小と自動

化環境の確立」を要件としました。

災害対策機には、非常時に「すぐに使えること（24時間以内）」「必ず使える

こと（リストアの失敗は許されない）」、そして「生産拠点から50km以上離

れた遠隔地に置くこと」を求めました。

従来は、バックアップ媒体はテープでした。しかしテープは、出し入れなど

取り扱いに手間がかかり、また広い保管スペースも必要になるなど利便性

に欠けます。

さらに耐久性についても、「テープが伸びて使えなくなる」ことがあるな

ど、さほど高くありません。

今回のバックアップ共通基盤では、媒体を、より取り扱いが容易な「ディス

ク」に切り替えたいと考えました。

以前は、宮城第二製作所で取得したバックアップテープを袋詰めにして

栃木開発センターの保管場所にトラックで陸送していました。これは人件

費（手間）と輸送費ともに高負担です。

新たに構築するバックアップ共通基盤では、宮城第二製作所から栃木開発

センター（あるいは栃木開発センターから宮城第二製作所）へのバックアッ

プはネットワーク経由で行い、工数とコスト両面の低減を狙いました。

従来の、個別管理型のバックアップでは、バックアップやリストアの手順、

水準、使用ソフトウェア、そしてバックアップの保管場所はすべてがバラバ

ラでした。

作業の手順、水準の不統一は、ミス、抜け、漏れの原因となります。今回の

バックアップ共通基盤の構築を通じて、バックアップに関連する運用手

順、保管形態、活用ソフトウェア、ハードウェアなどを標準化、一元管理し

たいと考えました。

バックアップは、通常の情報システムと違い、平常時にはその「効果」が実

感できません。その効果は「非常事態が起きてデータをリストアするとき」

に初めて実感できます。

しかし運用手順や保管形態がシステムごとにバラバラな状態では、「災害

など非常事態が起きたときに『迅速に』リストアできるのか」｢運用要員が

各システムすべてのリストア手順を正確に把握しているかどうかが不明」

「そもそも本当にリストアできるのか?」などの疑問が生じます。つまりリ

ストアの速度と確度が不明確です。

バックアップを分散管理している状態、つまりバラバラの状態とは、すな

わち、｢あるシステムでは上手くいったとしても、別のシステムで上手くいく

とは限らない状態」ともいえます。システム可用性の「最後の砦」ともいう

べきバックアップが、このように不確定な状況であることは、BCP確保の

観点から見て好ましいことではありません。

今回のプロジェクトを通じて、主要な情報システムのバックアップを｢一つ

の共通基盤」で集中管理することにより、現在と将来の主要情報システム

について、「バックアップが確実に取れること」「非常時のリストアが迅速・

確実に行えること」を担保したいと考えました。

以上が、バックアップ共通基盤を構築した7つの目的です。

NECは、バックアップ対象となる42システム（42サーバ）について、各シス

テムを圧縮バックアップした際の容量がどの程度になるかを、サーバ1つ

1つに対し精密なシミュレーションと実検証を行った上で、信憑性のある

数値を提案してきました。ケーヒンのファイル、運用では全体で1/10ほど

になるとのことでした。現在の容量は、圧縮前：158TB、圧縮後：16TBと

なっており、ほぼ1/10の圧縮率です。

今回、候補となったSI企業の中で、カタログベースの数値だけでなく、シ

ミュレーションと検証に基づく数値提案をしてきたのはNECだけでした。

今回のプロジェクトは、「『すでに存在する42サーバのバックアップシステ

ム、およびその運用』を、いったん『バラす』ような形で分解し、それを単一

のバックアップ基盤に統合し、標準化を行う」という作業になります。しか

し、これは大変に面倒な作業です。

というのも、それらのサーバは、OSは、複数のWindows Server、AIXと多

種多様ですし、データベースは、SQL Database、Oracle Database、DB2、

アプリケーションは、OracleEBS、Notes、SharePoint、Exchange、その

他独自開発業務、と多種多様だからです。その上、それらのシステムはNEC

以外の企業が構築したものです。

し、その宣言通りに業務を実行しました。

考えようによっては、スケジューリング（予定）というのは、「それが粗くて

も細かくても、実際の作業が期限内に終わりさえすればそれでよい」とも

いえます。しかし、経験的にいえば、やはりスケジューリングが粗い会社

は作業が遅れることが多く、それが精緻な会社は作業も納期通りに終わ

るという傾向があります。

スケジューリングの緻密さについては、これまでつきあってきたSI会社の

中で、NECが突出していました。

ケーヒンでは、2012年にバックアップ共通基盤を構築し、その半年後に

仮想化共通基盤を構築。サーバ仮想化が可能なWindowsサーバは順次

載せ替えました。この「バックアップ共通基盤 → 仮想化共通基盤」という

順番は、今ふりかえれば、適切な順番（段取り）だったと思います。 

バックアップ共通基盤を構築するに際しては、システム領域とデータ領域

を区別し、それぞれ別々にバックアップを取りました。このシステム領域と

データ領域の分割を、バックアップ共通基盤を構築するとき先に済ませて

おいたことにより、仮想化共通基盤とバックアップ共通基盤でのシステム

領域に関する考え方を矛盾なく統一できました。

バックアップ共通基盤は考えようによっては、仮想化共通基盤のさらに下

に位置する「基盤の基盤」ともいえます。

まずバックアップ共通基盤を確立し、その次に仮想化共通基盤を構築した

ことは、順番としては適切だったのではないかと思います。

また、これから仮想化共通基盤を構築される企業の方には、将来のバック

アップ共通基盤を見据えたバックアップの設計をすることをおすすめし

ます。

ここ数年で、ケーヒンはNECにバックアップ共通基盤の他、仮想化共通基

盤（プライベートクラウド）、システム監視共通基盤など、多くの全社で標

準化されたIT共通基盤のプロジェクトを依頼しています。

ケーヒンの情報システム部門では、今後とも情報システムの基盤強化、

BCP強化、そして顧客満足の向上に努める所存です。NECには、優れた

製品、SI、サポートを継続提供いただくことを通じて、ケーヒンの情報シス

テム部門のシステム基盤改善の取り組みを、後方支援していただくことを

希望します。今後ともよろしくお願いします。 

NECとは以前から取引があったので、今回のプロジェクトについても、ま

ず提案を求めました。

NECからはバックアップストレージとしてiStorage HSが提案され、その

とき「圧縮率は平均1/20です」という説明があったので関心を持ちました。

その数字に信憑性を感じたからです。

ストレージメーカーの中には、圧縮率が1/200とか1/300とか、非現実的な

数値を平然と述べる企業もありました。しかしデータの圧縮率は、圧縮対象

となるファイルの種類により大きく変動します。1/200というのは、何らか

の圧縮しやすいファイルで記録した「瞬間最大風速」のような数値としか思

えませんでした。

一方、NECの「平均で、1/20」という説明には現実性と誠実さを感じました。

また、「ファイルの種類や運用により圧縮率は変化し1/8～1/40位の圧縮率

であることが多い」「圧縮しにくいことで知られているOracle Database

のアーカイブログは、重複排除の技術により1/9まで圧縮できる」という

現実性のある説明がありました。

この他、「独自のDRD（データ分散配置）技術により、ディスク3台が故障し

たとしても、データが失われないストレージ構造です」という説明もあり、

信頼性、可用性も高そうに思われました。 

NECの他には、大手SI企業のA社、B社が候補に挙がりました。A社はクラ

ウドバックアップを、B社は有名ストレージメーカーの製品を提案してきま

した。

まずA社の提案については、クラウドバックアップの発想は面白いものの、

現実的ではなかったので見送りました。B社の提案内容は、NECに匹敵

するものでしたが、最終的には、NECの方が、「iStorage HS 製品」のみ

ならず、「提案・SI・サポート力」において優れていました。

具体的に次の3点を評価しました。

1. ｢ストレージ容量の精密な事前シミュレーション」

必要となるストレージ容量を、入念なシミュレーション、実試験を通

じて精密に見積もった。

　　 

2. ｢面倒な作業への取り組み姿勢」

他社が構築したバックアップ、およびその運用をいったんバラして再

び統合するという「面倒な作業」に対し、誠実に取り組む姿勢を見せた。

　 

3. ｢サポート体制」

24時間365日のサポート体制。

目的7．
「いざというときのリストアの確度、速度を担保する」とは。

今回、構築した「バックアップ共通基盤」の概要を
教えてください。

生産管理システムの｢災害対策機」の概要を
教えてください。

「バックアップ共通基盤」の概要

備考項目 内容

バックアップ対象
システム

生産管理、財務管理、販売管理、調達管理、人事、研究開発から
メールシステム、ファイルサーバまでケーヒンの
主要情報システムすべて

76システム（開始時は、約42システム）
DB：SQL Database、Oracle Database、DB2、Notes
OS：AIX、Windows Server
AP：Oracle EBS、SharePoint、Exchange、独自開発業務、他
ハイパーバイザ（仮想化共通基盤）：VMware vSphere

当時、サーバ
基盤は仮想化
していたか?

稼働開始後、約6カ月間 ： 仮想化していない
それ以降 ： 仮想化している

バックアップ共通基盤を構築した当時は、サーバ基盤は仮想化してい
ませんでした。稼働開始の約半年後の2012年8月から2013年3月に
かけて、仮想化共通基盤を構築し、IAサーバの仮想化を行いました。
バックアップ共通基盤には、変更を加えていません。

バックアップの
保管箇所

宮城第二製作所側システムのバックアップ
　　→ 栃木開発センター側に保管
栃木開発センター側システムのバックアップ
　　→ 宮城第二製作所側に保管

互いが互いのバックアップを保管し合う「相互遠隔レプリケーション
（たすき掛け）」
生産管理システムは、2拠点のバックアップに加え、さらに、東北にあ
るデータセンターでもデータ保管

活用した
ハードウェア
（ストレージ）

iStorage HS （NEC製品）

構築期間 2011/10～ 2012/03

活用した
バックアップ
ソフトウェア

データ領域 ： Symantec NetBackup
システム領域 ： ActiveImage Protector （IAサーバ）
  AIX機能（AIXサーバ）
  Symantec NetBackup（仮想化共通基盤）

バックアップ頻度 原則として日次

このたび構築した「バックアップ共通基盤」の概要は次のとおりです。

工場の操業のために最重要のシステムである｢生産管理システム」は、

UNIX OSのAIXを搭載したサーバで構成しています。これは、災害など

非常事態が発生した場合でも、ただちに再開できる必要があります。

そこで、生産管理システムについては、非常時でも速やかに稼働再開でき

るよう「災害対策機」を強化し、データ同期の間隔縮小と自動化環境を確

立することにしました。

災害対策機の仕様は次のとおりです。

データ領域 本機のデータを日次でDBへ反映

宮城第二製作所で非常事態が起きた場合は 栃木開発センターの災害対策機にログインして、生産管理システムを再開

設置場所 栃木開発センターの研究拠点（宮城第二製作所から50km以上離れた場所）

システム領域 本機の機能をインストール、設定。最新のシステム情報に適宜反映（バックアップデータをリストア）

自分が構築したシステムならともかく、他人が構築した雑多なシステムの

バックアップを、「バラして、また統合する」のは、きわめて地道で泥臭い作

業になります。実際、それに嫌気がさしたのか、作業範囲外と明確に線を引

くSI企業もありました。しかしNECは、その面倒さを嫌がらず、業務を着実

に遂行する姿勢を示しました。

ただし、この点については、最終的には「実施してみないと分からない」と

いう懸念はありましたが。

今回のプロジェクトは「BCPの強化を意識した全社バックアップ共通基

盤の確立」が目的なので、その運用体制は、「24時間365日、止まらない

こと」「障害発生時にはただちに駆けつけて復旧すること」が必須要件で

した。

NECからは、｢NECグループ内のITサポート企業であるNECフィールディ

ングと連携し、障害発生時には2時間以内を目標に駆けつける」という提

案がありました。日本の企業らしい、確実性を感じさせる提案でした。

このようにNECは、｢iStorage HS という優れたハードウェア」｢高い提案・

SI能力」｢堅実なサポート体制」のすべてを備えていたので、今回のバック

アップ共通基盤の構築はNECに依頼することを決めました。

2011年10月に構築を開始し、翌2012年3月に稼働開始となりました。

現在、使用を始めてから1年半が経過しています。

その点については、特に問題なく進行しました。

NECには当初の期待通り、誠実、確実に業務を遂行していただき、76シス

テムすべてのバックアップを無事に統合・標準化することができています。

中には当初、バックアップ統合が上手くいかないシステムもありましたが、

そのときはまずNECが障害原因を分析し、その結果を、そのシステムを最

初に構築したSI企業に連絡し、そのSI企業に障害箇所を修正させました。

一連の作業は、静かに進行しました。その｢静かに進んだこと」自体が評価

に値すると考えます。

他社が構築したシステムでの障害を解決するには、その会社に動いてもら

うしかありません。しかしこれは、その会社にしてみれば、あまり乗り気の

する作業ではないはずです。

もしもNECの分析が不十分であるならば、そのSI企業から「その障害の

原因は弊社ではないと思われます」と突き返されていたかもしれません。

しかし実際には、そうした事態は生じず、すべてのSI企業に協力的に対応

していただけました。これは、NECの切り分け、分析、報告が論理的で的

確であったことを示しています。

NECに、大きなプロジェクトを依頼したのは今回が初めてですが、どの局

面でも、逃げずに、粘り強く、必ずやり通す姿勢を一貫して示し続けたこと

は、さすがだと思いました。

iStorage HSの耐久性・信頼性は期待通りでした。

1年半の稼働期間の中でディスク1台が故障しましたが、当初の説明どお

り、高信頼技術であるDRD技術とNECフィールディングのサポートによ

り可用性に問題は生じませんでした。

ユーザー側としては、｢ディスクが故障するかしないか」は、さほど気にして

いません。ハードディスクは消耗品なので、｢1年半で1台」くらいは当然、

故障すると思います。

こちらが気にするのは｢それが可用性に影響を与えるかどうか」です。この

点については、iStorage HSのDRD技術と、NECフィールディングのサ

ポートにより、可用性は当初の期待通りのレベルで確保されました。

NECのSI作業については、｢仕事のスケジューリングの緻密さ」が印象的

でした。

ほとんどのSI企業のスケジューリング精度が、｢大日程」｢中日程」までであ

るのに対し、NECからは｢タスクレベルの緻密なスケジューリング」が提出

されてきました。

NECは常に「いつまでに、何を、どこまでやる」ということを細かく宣言



企業の情報システムは、事業方針や外部環境の変化に合わせて、柔軟に拡

張、更新していく必要があります。しかし、そうした「上物（うわもの）とな

る情報システムの柔軟性」を確保するためには、それを支える下部構造が

強固である必要があります。

情報システムの下部構造としては、一般に「サーバ（仮想化）基盤」「ネット

ワーク基盤」などが重視されていますが、「バックアップ基盤」も同じく重

要だと考えます。

というのも、どのような情報システムをどのような形で構築するにせよ、

その可用性を支えるためのバックアップは必須だからです。必ず備えるも

のであれば、その都度、追加・変更するのではなく、標準化・統合化された

「大きな基盤」をあらかじめ用意し、運用を統一化しておく方が、長期的視

点で見た拡張性、柔軟性、費用対効果において適切です。

一方、バックアップが、各システム（各サーバ・OS）に個別に分散構築され

ている場合、将来システムを拡張・新設する際は、バックアップシステムを

その運用を含めて「継ぎ足す」ことになり、構築・運用のコスト高の原因と

なります。またバックアップ本来の目的である「可用性の確保」「ディザス

タリカバリ体制の確保」も担保しにくくなります。

今回のプロジェクトでは、バックアップ共通基盤の構築を通じて「上物の

システムがどう増えようとも、どう変わろうともOK」「何があってもバック

アップ基盤は変化なし。ディザスタリカバリ体制にも劣化なし」という状

態を確立したいと考えました。

災害など非常事態が起きたときに、それが原因でケーヒンの工場での生

産が止まると、納入先である完成車メーカーの生産ラインに悪影響が及

びます。これを防ぐためにも、ケーヒン社内でのディザスタリカバリの体

制を、十分な水準で確立する必要があります。

このディザスタリカバリについて、生産管理システムでは、かつて「一週間

以内の復旧」が目安でした。

しかし、2011年の東日本大震災の経験を契機に（※ケーヒンの主要生産

拠点は宮城県にあります）、現在は、復旧までの時間の目安を「24時間以

内」に短縮しました。

また「バックアップの保管場所」についても、「元システムがある場所から

50km以上離れた場所に保管する」という内規を設けました。

今回のバックアップ共通基盤構築を通じて、これら「24時間以内の復旧」

「50km以上離れた場所へのバックアップ保管」などの指針を現実化し、

ディザスタリカバリ体制をさらに強化することを目指しました。

工場生産のディザスタリカバリにおいて最も重要な情報システムは、「生

産管理システム」です。今回のプロジェクトでは、生産管理システムを24時

間以内に再開するための「災害対策機へのデータ同期の間隔縮小と自動

化環境の確立」を要件としました。

災害対策機には、非常時に「すぐに使えること（24時間以内）」「必ず使える

こと（リストアの失敗は許されない）」、そして「生産拠点から50km以上離

れた遠隔地に置くこと」を求めました。

従来は、バックアップ媒体はテープでした。しかしテープは、出し入れなど

取り扱いに手間がかかり、また広い保管スペースも必要になるなど利便性

に欠けます。

さらに耐久性についても、「テープが伸びて使えなくなる」ことがあるな

ど、さほど高くありません。

今回のバックアップ共通基盤では、媒体を、より取り扱いが容易な「ディス

ク」に切り替えたいと考えました。

以前は、宮城第二製作所で取得したバックアップテープを袋詰めにして

栃木開発センターの保管場所にトラックで陸送していました。これは人件

費（手間）と輸送費ともに高負担です。

新たに構築するバックアップ共通基盤では、宮城第二製作所から栃木開発

センター（あるいは栃木開発センターから宮城第二製作所）へのバックアッ

プはネットワーク経由で行い、工数とコスト両面の低減を狙いました。

従来の、個別管理型のバックアップでは、バックアップやリストアの手順、

水準、使用ソフトウェア、そしてバックアップの保管場所はすべてがバラバ

ラでした。

作業の手順、水準の不統一は、ミス、抜け、漏れの原因となります。今回の

バックアップ共通基盤の構築を通じて、バックアップに関連する運用手

順、保管形態、活用ソフトウェア、ハードウェアなどを標準化、一元管理し

たいと考えました。

バックアップは、通常の情報システムと違い、平常時にはその「効果」が実

感できません。その効果は「非常事態が起きてデータをリストアするとき」

に初めて実感できます。

しかし運用手順や保管形態がシステムごとにバラバラな状態では、「災害

など非常事態が起きたときに『迅速に』リストアできるのか」｢運用要員が

各システムすべてのリストア手順を正確に把握しているかどうかが不明」

「そもそも本当にリストアできるのか?」などの疑問が生じます。つまりリ

ストアの速度と確度が不明確です。

バックアップを分散管理している状態、つまりバラバラの状態とは、すな

わち、｢あるシステムでは上手くいったとしても、別のシステムで上手くいく

とは限らない状態」ともいえます。システム可用性の「最後の砦」ともいう

べきバックアップが、このように不確定な状況であることは、BCP確保の

観点から見て好ましいことではありません。

今回のプロジェクトを通じて、主要な情報システムのバックアップを｢一つ

の共通基盤」で集中管理することにより、現在と将来の主要情報システム

について、「バックアップが確実に取れること」「非常時のリストアが迅速・

確実に行えること」を担保したいと考えました。

以上が、バックアップ共通基盤を構築した7つの目的です。

NECは、バックアップ対象となる42システム（42サーバ）について、各シス

テムを圧縮バックアップした際の容量がどの程度になるかを、サーバ1つ

1つに対し精密なシミュレーションと実検証を行った上で、信憑性のある

数値を提案してきました。ケーヒンのファイル、運用では全体で1/10ほど

になるとのことでした。現在の容量は、圧縮前：158TB、圧縮後：16TBと

なっており、ほぼ1/10の圧縮率です。

今回、候補となったSI企業の中で、カタログベースの数値だけでなく、シ

ミュレーションと検証に基づく数値提案をしてきたのはNECだけでした。

今回のプロジェクトは、「『すでに存在する42サーバのバックアップシステ

ム、およびその運用』を、いったん『バラす』ような形で分解し、それを単一

のバックアップ基盤に統合し、標準化を行う」という作業になります。しか

し、これは大変に面倒な作業です。

というのも、それらのサーバは、OSは、複数のWindows Server、AIXと多

種多様ですし、データベースは、SQL Database、Oracle Database、DB2、

アプリケーションは、OracleEBS、Notes、SharePoint、Exchange、その

他独自開発業務、と多種多様だからです。その上、それらのシステムはNEC

以外の企業が構築したものです。

し、その宣言通りに業務を実行しました。

考えようによっては、スケジューリング（予定）というのは、「それが粗くて

も細かくても、実際の作業が期限内に終わりさえすればそれでよい」とも

いえます。しかし、経験的にいえば、やはりスケジューリングが粗い会社

は作業が遅れることが多く、それが精緻な会社は作業も納期通りに終わ

るという傾向があります。

スケジューリングの緻密さについては、これまでつきあってきたSI会社の

中で、NECが突出していました。

ケーヒンでは、2012年にバックアップ共通基盤を構築し、その半年後に

仮想化共通基盤を構築。サーバ仮想化が可能なWindowsサーバは順次

載せ替えました。この「バックアップ共通基盤 → 仮想化共通基盤」という

順番は、今ふりかえれば、適切な順番（段取り）だったと思います。 

バックアップ共通基盤を構築するに際しては、システム領域とデータ領域

を区別し、それぞれ別々にバックアップを取りました。このシステム領域と

データ領域の分割を、バックアップ共通基盤を構築するとき先に済ませて

おいたことにより、仮想化共通基盤とバックアップ共通基盤でのシステム

領域に関する考え方を矛盾なく統一できました。

バックアップ共通基盤は考えようによっては、仮想化共通基盤のさらに下

に位置する「基盤の基盤」ともいえます。

まずバックアップ共通基盤を確立し、その次に仮想化共通基盤を構築した

ことは、順番としては適切だったのではないかと思います。

また、これから仮想化共通基盤を構築される企業の方には、将来のバック

アップ共通基盤を見据えたバックアップの設計をすることをおすすめし

ます。

ここ数年で、ケーヒンはNECにバックアップ共通基盤の他、仮想化共通基

盤（プライベートクラウド）、システム監視共通基盤など、多くの全社で標

準化されたIT共通基盤のプロジェクトを依頼しています。

ケーヒンの情報システム部門では、今後とも情報システムの基盤強化、

BCP強化、そして顧客満足の向上に努める所存です。NECには、優れた

製品、SI、サポートを継続提供いただくことを通じて、ケーヒンの情報シス

テム部門のシステム基盤改善の取り組みを、後方支援していただくことを

希望します。今後ともよろしくお願いします。 

NECとは以前から取引があったので、今回のプロジェクトについても、ま

ず提案を求めました。

NECからはバックアップストレージとしてiStorage HSが提案され、その

とき「圧縮率は平均1/20です」という説明があったので関心を持ちました。

その数字に信憑性を感じたからです。

ストレージメーカーの中には、圧縮率が1/200とか1/300とか、非現実的な

数値を平然と述べる企業もありました。しかしデータの圧縮率は、圧縮対象

となるファイルの種類により大きく変動します。1/200というのは、何らか

の圧縮しやすいファイルで記録した「瞬間最大風速」のような数値としか思

えませんでした。

一方、NECの「平均で、1/20」という説明には現実性と誠実さを感じました。

また、「ファイルの種類や運用により圧縮率は変化し1/8～1/40位の圧縮率

であることが多い」「圧縮しにくいことで知られているOracle Database

のアーカイブログは、重複排除の技術により1/9まで圧縮できる」という

現実性のある説明がありました。

この他、「独自のDRD（データ分散配置）技術により、ディスク3台が故障し

たとしても、データが失われないストレージ構造です」という説明もあり、

信頼性、可用性も高そうに思われました。 

NECの他には、大手SI企業のA社、B社が候補に挙がりました。A社はクラ

ウドバックアップを、B社は有名ストレージメーカーの製品を提案してきま

した。

まずA社の提案については、クラウドバックアップの発想は面白いものの、

現実的ではなかったので見送りました。B社の提案内容は、NECに匹敵

するものでしたが、最終的には、NECの方が、「iStorage HS 製品」のみ

ならず、「提案・SI・サポート力」において優れていました。

具体的に次の3点を評価しました。

1. ｢ストレージ容量の精密な事前シミュレーション」

必要となるストレージ容量を、入念なシミュレーション、実試験を通

じて精密に見積もった。

　　 

2. ｢面倒な作業への取り組み姿勢」

他社が構築したバックアップ、およびその運用をいったんバラして再

び統合するという「面倒な作業」に対し、誠実に取り組む姿勢を見せた。

　 

3. ｢サポート体制」

24時間365日のサポート体制。

バックアップ共通基盤 導入事例
株式会社ケーヒン 様

選定のポイント

「圧縮率が平均1/20」という説明に
なぜ関心を持ったのですか。

NEC以外には、何社が候補に挙がりましたか。

「NECが提案・SI・サポート力において優れていた」とは
具体的には。

今回のプロジェクトを依頼する企業を選ぶにあたり、
NECが候補となった経緯を教えてください。

このたび構築した「バックアップ共通基盤」の概要は次のとおりです。

工場の操業のために最重要のシステムである｢生産管理システム」は、

UNIX OSのAIXを搭載したサーバで構成しています。これは、災害など

非常事態が発生した場合でも、ただちに再開できる必要があります。

そこで、生産管理システムについては、非常時でも速やかに稼働再開でき

るよう「災害対策機」を強化し、データ同期の間隔縮小と自動化環境を確

立することにしました。

災害対策機の仕様は次のとおりです。

自分が構築したシステムならともかく、他人が構築した雑多なシステムの

バックアップを、「バラして、また統合する」のは、きわめて地道で泥臭い作

業になります。実際、それに嫌気がさしたのか、作業範囲外と明確に線を引

くSI企業もありました。しかしNECは、その面倒さを嫌がらず、業務を着実

に遂行する姿勢を示しました。

ただし、この点については、最終的には「実施してみないと分からない」と

いう懸念はありましたが。

今回のプロジェクトは「BCPの強化を意識した全社バックアップ共通基

盤の確立」が目的なので、その運用体制は、「24時間365日、止まらない

こと」「障害発生時にはただちに駆けつけて復旧すること」が必須要件で

した。

NECからは、｢NECグループ内のITサポート企業であるNECフィールディ

ングと連携し、障害発生時には2時間以内を目標に駆けつける」という提

案がありました。日本の企業らしい、確実性を感じさせる提案でした。

このようにNECは、｢iStorage HS という優れたハードウェア」｢高い提案・

SI能力」｢堅実なサポート体制」のすべてを備えていたので、今回のバック

アップ共通基盤の構築はNECに依頼することを決めました。

2011年10月に構築を開始し、翌2012年3月に稼働開始となりました。

現在、使用を始めてから1年半が経過しています。

その点については、特に問題なく進行しました。

NECには当初の期待通り、誠実、確実に業務を遂行していただき、76シス

テムすべてのバックアップを無事に統合・標準化することができています。

中には当初、バックアップ統合が上手くいかないシステムもありましたが、

そのときはまずNECが障害原因を分析し、その結果を、そのシステムを最

初に構築したSI企業に連絡し、そのSI企業に障害箇所を修正させました。

一連の作業は、静かに進行しました。その｢静かに進んだこと」自体が評価

に値すると考えます。

他社が構築したシステムでの障害を解決するには、その会社に動いてもら

うしかありません。しかしこれは、その会社にしてみれば、あまり乗り気の

する作業ではないはずです。

もしもNECの分析が不十分であるならば、そのSI企業から「その障害の

原因は弊社ではないと思われます」と突き返されていたかもしれません。

しかし実際には、そうした事態は生じず、すべてのSI企業に協力的に対応

していただけました。これは、NECの切り分け、分析、報告が論理的で的

確であったことを示しています。

NECに、大きなプロジェクトを依頼したのは今回が初めてですが、どの局

面でも、逃げずに、粘り強く、必ずやり通す姿勢を一貫して示し続けたこと

は、さすがだと思いました。

iStorage HSの耐久性・信頼性は期待通りでした。

1年半の稼働期間の中でディスク1台が故障しましたが、当初の説明どお

り、高信頼技術であるDRD技術とNECフィールディングのサポートによ

り可用性に問題は生じませんでした。

ユーザー側としては、｢ディスクが故障するかしないか」は、さほど気にして

いません。ハードディスクは消耗品なので、｢1年半で1台」くらいは当然、

故障すると思います。

こちらが気にするのは｢それが可用性に影響を与えるかどうか」です。この

点については、iStorage HSのDRD技術と、NECフィールディングのサ

ポートにより、可用性は当初の期待通りのレベルで確保されました。

NECのSI作業については、｢仕事のスケジューリングの緻密さ」が印象的

でした。

ほとんどのSI企業のスケジューリング精度が、｢大日程」｢中日程」までであ

るのに対し、NECからは｢タスクレベルの緻密なスケジューリング」が提出

されてきました。

NECは常に「いつまでに、何を、どこまでやる」ということを細かく宣言

既存バックアップ環境

現バックアップ環境

宮城第二製作所サイト

栃木開発センターサイト（研究開発）

全社バックアップ共通基盤

iStorage HS

テープ装置

※対象：主要情報システム（生産管理、財務管理、販売管理、調達管理、人事、メール、ファイル等）
※現在、大半の IAサーバ機の業務は、バックアップ運用はそのままに仮想化共通基盤へ移行

※生産管理システムのデータは、2拠点のデータ保管に加え、さらに、東北にあるデータセンターでもデータ保管

システム領域のバックアップ
IAサーバ：ActiveImage Protector

UNIX（AIX）サーバ：AIXの機能
仮想化共通基盤：NetBackup

データ領域のバックアップ
NetBackup

データ

バックアップサーバ

高圧縮データ格納

バックアップ

バックアップソフトウェアA

バックアップ

バックアップソフトウェアB

バックアップ

バックアップソフトウェアC

…

iStorage HS

高圧縮データ
レプリケーション

A B



企業の情報システムは、事業方針や外部環境の変化に合わせて、柔軟に拡

張、更新していく必要があります。しかし、そうした「上物（うわもの）とな

る情報システムの柔軟性」を確保するためには、それを支える下部構造が

強固である必要があります。

情報システムの下部構造としては、一般に「サーバ（仮想化）基盤」「ネット

ワーク基盤」などが重視されていますが、「バックアップ基盤」も同じく重

要だと考えます。

というのも、どのような情報システムをどのような形で構築するにせよ、

その可用性を支えるためのバックアップは必須だからです。必ず備えるも

のであれば、その都度、追加・変更するのではなく、標準化・統合化された

「大きな基盤」をあらかじめ用意し、運用を統一化しておく方が、長期的視

点で見た拡張性、柔軟性、費用対効果において適切です。

一方、バックアップが、各システム（各サーバ・OS）に個別に分散構築され

ている場合、将来システムを拡張・新設する際は、バックアップシステムを

その運用を含めて「継ぎ足す」ことになり、構築・運用のコスト高の原因と

なります。またバックアップ本来の目的である「可用性の確保」「ディザス

タリカバリ体制の確保」も担保しにくくなります。

今回のプロジェクトでは、バックアップ共通基盤の構築を通じて「上物の

システムがどう増えようとも、どう変わろうともOK」「何があってもバック

アップ基盤は変化なし。ディザスタリカバリ体制にも劣化なし」という状

態を確立したいと考えました。

災害など非常事態が起きたときに、それが原因でケーヒンの工場での生

産が止まると、納入先である完成車メーカーの生産ラインに悪影響が及

びます。これを防ぐためにも、ケーヒン社内でのディザスタリカバリの体

制を、十分な水準で確立する必要があります。

このディザスタリカバリについて、生産管理システムでは、かつて「一週間

以内の復旧」が目安でした。

しかし、2011年の東日本大震災の経験を契機に（※ケーヒンの主要生産

拠点は宮城県にあります）、現在は、復旧までの時間の目安を「24時間以

内」に短縮しました。

また「バックアップの保管場所」についても、「元システムがある場所から

50km以上離れた場所に保管する」という内規を設けました。

今回のバックアップ共通基盤構築を通じて、これら「24時間以内の復旧」

「50km以上離れた場所へのバックアップ保管」などの指針を現実化し、

ディザスタリカバリ体制をさらに強化することを目指しました。

工場生産のディザスタリカバリにおいて最も重要な情報システムは、「生

産管理システム」です。今回のプロジェクトでは、生産管理システムを24時

間以内に再開するための「災害対策機へのデータ同期の間隔縮小と自動

化環境の確立」を要件としました。

災害対策機には、非常時に「すぐに使えること（24時間以内）」「必ず使える

こと（リストアの失敗は許されない）」、そして「生産拠点から50km以上離

れた遠隔地に置くこと」を求めました。

従来は、バックアップ媒体はテープでした。しかしテープは、出し入れなど

取り扱いに手間がかかり、また広い保管スペースも必要になるなど利便性

に欠けます。

さらに耐久性についても、「テープが伸びて使えなくなる」ことがあるな

ど、さほど高くありません。

今回のバックアップ共通基盤では、媒体を、より取り扱いが容易な「ディス

ク」に切り替えたいと考えました。

以前は、宮城第二製作所で取得したバックアップテープを袋詰めにして

栃木開発センターの保管場所にトラックで陸送していました。これは人件

費（手間）と輸送費ともに高負担です。

新たに構築するバックアップ共通基盤では、宮城第二製作所から栃木開発

センター（あるいは栃木開発センターから宮城第二製作所）へのバックアッ

プはネットワーク経由で行い、工数とコスト両面の低減を狙いました。

従来の、個別管理型のバックアップでは、バックアップやリストアの手順、

水準、使用ソフトウェア、そしてバックアップの保管場所はすべてがバラバ

ラでした。

作業の手順、水準の不統一は、ミス、抜け、漏れの原因となります。今回の

バックアップ共通基盤の構築を通じて、バックアップに関連する運用手

順、保管形態、活用ソフトウェア、ハードウェアなどを標準化、一元管理し

たいと考えました。

バックアップは、通常の情報システムと違い、平常時にはその「効果」が実

感できません。その効果は「非常事態が起きてデータをリストアするとき」

に初めて実感できます。

しかし運用手順や保管形態がシステムごとにバラバラな状態では、「災害

など非常事態が起きたときに『迅速に』リストアできるのか」｢運用要員が

各システムすべてのリストア手順を正確に把握しているかどうかが不明」

「そもそも本当にリストアできるのか?」などの疑問が生じます。つまりリ

ストアの速度と確度が不明確です。

バックアップを分散管理している状態、つまりバラバラの状態とは、すな

わち、｢あるシステムでは上手くいったとしても、別のシステムで上手くいく

とは限らない状態」ともいえます。システム可用性の「最後の砦」ともいう

べきバックアップが、このように不確定な状況であることは、BCP確保の

観点から見て好ましいことではありません。

今回のプロジェクトを通じて、主要な情報システムのバックアップを｢一つ

の共通基盤」で集中管理することにより、現在と将来の主要情報システム

について、「バックアップが確実に取れること」「非常時のリストアが迅速・

確実に行えること」を担保したいと考えました。

以上が、バックアップ共通基盤を構築した7つの目的です。

NECは、バックアップ対象となる42システム（42サーバ）について、各シス

テムを圧縮バックアップした際の容量がどの程度になるかを、サーバ1つ

1つに対し精密なシミュレーションと実検証を行った上で、信憑性のある

数値を提案してきました。ケーヒンのファイル、運用では全体で1/10ほど

になるとのことでした。現在の容量は、圧縮前：158TB、圧縮後：16TBと

なっており、ほぼ1/10の圧縮率です。

今回、候補となったSI企業の中で、カタログベースの数値だけでなく、シ

ミュレーションと検証に基づく数値提案をしてきたのはNECだけでした。

今回のプロジェクトは、「『すでに存在する42サーバのバックアップシステ

ム、およびその運用』を、いったん『バラす』ような形で分解し、それを単一

のバックアップ基盤に統合し、標準化を行う」という作業になります。しか

し、これは大変に面倒な作業です。

というのも、それらのサーバは、OSは、複数のWindows Server、AIXと多

種多様ですし、データベースは、SQL Database、Oracle Database、DB2、

アプリケーションは、OracleEBS、Notes、SharePoint、Exchange、その

他独自開発業務、と多種多様だからです。その上、それらのシステムはNEC

以外の企業が構築したものです。

し、その宣言通りに業務を実行しました。

考えようによっては、スケジューリング（予定）というのは、「それが粗くて

も細かくても、実際の作業が期限内に終わりさえすればそれでよい」とも

いえます。しかし、経験的にいえば、やはりスケジューリングが粗い会社

は作業が遅れることが多く、それが精緻な会社は作業も納期通りに終わ

るという傾向があります。

スケジューリングの緻密さについては、これまでつきあってきたSI会社の

中で、NECが突出していました。

ケーヒンでは、2012年にバックアップ共通基盤を構築し、その半年後に

仮想化共通基盤を構築。サーバ仮想化が可能なWindowsサーバは順次

載せ替えました。この「バックアップ共通基盤 → 仮想化共通基盤」という

順番は、今ふりかえれば、適切な順番（段取り）だったと思います。 

バックアップ共通基盤を構築するに際しては、システム領域とデータ領域

を区別し、それぞれ別々にバックアップを取りました。このシステム領域と

データ領域の分割を、バックアップ共通基盤を構築するとき先に済ませて

おいたことにより、仮想化共通基盤とバックアップ共通基盤でのシステム

領域に関する考え方を矛盾なく統一できました。

バックアップ共通基盤は考えようによっては、仮想化共通基盤のさらに下

に位置する「基盤の基盤」ともいえます。

まずバックアップ共通基盤を確立し、その次に仮想化共通基盤を構築した

ことは、順番としては適切だったのではないかと思います。

また、これから仮想化共通基盤を構築される企業の方には、将来のバック

アップ共通基盤を見据えたバックアップの設計をすることをおすすめし

ます。

ここ数年で、ケーヒンはNECにバックアップ共通基盤の他、仮想化共通基

盤（プライベートクラウド）、システム監視共通基盤など、多くの全社で標

準化されたIT共通基盤のプロジェクトを依頼しています。

ケーヒンの情報システム部門では、今後とも情報システムの基盤強化、

BCP強化、そして顧客満足の向上に努める所存です。NECには、優れた

製品、SI、サポートを継続提供いただくことを通じて、ケーヒンの情報シス

テム部門のシステム基盤改善の取り組みを、後方支援していただくことを

希望します。今後ともよろしくお願いします。 

NECとは以前から取引があったので、今回のプロジェクトについても、ま

ず提案を求めました。

NECからはバックアップストレージとしてiStorage HSが提案され、その

とき「圧縮率は平均1/20です」という説明があったので関心を持ちました。

その数字に信憑性を感じたからです。

ストレージメーカーの中には、圧縮率が1/200とか1/300とか、非現実的な

数値を平然と述べる企業もありました。しかしデータの圧縮率は、圧縮対象

となるファイルの種類により大きく変動します。1/200というのは、何らか

の圧縮しやすいファイルで記録した「瞬間最大風速」のような数値としか思

えませんでした。

一方、NECの「平均で、1/20」という説明には現実性と誠実さを感じました。

また、「ファイルの種類や運用により圧縮率は変化し1/8～1/40位の圧縮率

であることが多い」「圧縮しにくいことで知られているOracle Database

のアーカイブログは、重複排除の技術により1/9まで圧縮できる」という

現実性のある説明がありました。

この他、「独自のDRD（データ分散配置）技術により、ディスク3台が故障し

たとしても、データが失われないストレージ構造です」という説明もあり、

信頼性、可用性も高そうに思われました。 

NECの他には、大手SI企業のA社、B社が候補に挙がりました。A社はクラ

ウドバックアップを、B社は有名ストレージメーカーの製品を提案してきま

した。

まずA社の提案については、クラウドバックアップの発想は面白いものの、

現実的ではなかったので見送りました。B社の提案内容は、NECに匹敵

するものでしたが、最終的には、NECの方が、「iStorage HS 製品」のみ

ならず、「提案・SI・サポート力」において優れていました。

具体的に次の3点を評価しました。

1. ｢ストレージ容量の精密な事前シミュレーション」

必要となるストレージ容量を、入念なシミュレーション、実試験を通

じて精密に見積もった。

　　 

2. ｢面倒な作業への取り組み姿勢」

他社が構築したバックアップ、およびその運用をいったんバラして再

び統合するという「面倒な作業」に対し、誠実に取り組む姿勢を見せた。

　 

3. ｢サポート体制」

24時間365日のサポート体制。

プロジェクトの評価と期待

「静かに作業が進んだことが評価に値する」とは具体的には。

iStorage HSへの評価をお聞かせください。

NECのSI作業への評価をお聞かせください。

当初の懸念事項であった｢他社構築のバックアップを
バラして統合・標準化することが本当にできるのか?」
という点については実際にはどうでしたか。

優位性1．
｢ストレージ容量の精密な事前シミュレーション」とは。

優位性2．
｢面倒な作業への取り組み姿勢」とは。

優位性3．
「24時間365日のサポート体制」とは。

バックアップ共通基盤 導入事例
株式会社ケーヒン 様

このたび構築した「バックアップ共通基盤」の概要は次のとおりです。

工場の操業のために最重要のシステムである｢生産管理システム」は、

UNIX OSのAIXを搭載したサーバで構成しています。これは、災害など

非常事態が発生した場合でも、ただちに再開できる必要があります。

そこで、生産管理システムについては、非常時でも速やかに稼働再開でき

るよう「災害対策機」を強化し、データ同期の間隔縮小と自動化環境を確

立することにしました。

災害対策機の仕様は次のとおりです。

自分が構築したシステムならともかく、他人が構築した雑多なシステムの

バックアップを、「バラして、また統合する」のは、きわめて地道で泥臭い作

業になります。実際、それに嫌気がさしたのか、作業範囲外と明確に線を引

くSI企業もありました。しかしNECは、その面倒さを嫌がらず、業務を着実

に遂行する姿勢を示しました。

ただし、この点については、最終的には「実施してみないと分からない」と

いう懸念はありましたが。

今回のプロジェクトは「BCPの強化を意識した全社バックアップ共通基

盤の確立」が目的なので、その運用体制は、「24時間365日、止まらない

こと」「障害発生時にはただちに駆けつけて復旧すること」が必須要件で

した。

NECからは、｢NECグループ内のITサポート企業であるNECフィールディ

ングと連携し、障害発生時には2時間以内を目標に駆けつける」という提

案がありました。日本の企業らしい、確実性を感じさせる提案でした。

このようにNECは、｢iStorage HS という優れたハードウェア」｢高い提案・

SI能力」｢堅実なサポート体制」のすべてを備えていたので、今回のバック

アップ共通基盤の構築はNECに依頼することを決めました。

2011年10月に構築を開始し、翌2012年3月に稼働開始となりました。

現在、使用を始めてから1年半が経過しています。

その点については、特に問題なく進行しました。

NECには当初の期待通り、誠実、確実に業務を遂行していただき、76シス

テムすべてのバックアップを無事に統合・標準化することができています。

中には当初、バックアップ統合が上手くいかないシステムもありましたが、

そのときはまずNECが障害原因を分析し、その結果を、そのシステムを最

初に構築したSI企業に連絡し、そのSI企業に障害箇所を修正させました。

一連の作業は、静かに進行しました。その｢静かに進んだこと」自体が評価

に値すると考えます。

他社が構築したシステムでの障害を解決するには、その会社に動いてもら

うしかありません。しかしこれは、その会社にしてみれば、あまり乗り気の

する作業ではないはずです。

もしもNECの分析が不十分であるならば、そのSI企業から「その障害の

原因は弊社ではないと思われます」と突き返されていたかもしれません。

しかし実際には、そうした事態は生じず、すべてのSI企業に協力的に対応

していただけました。これは、NECの切り分け、分析、報告が論理的で的

確であったことを示しています。

NECに、大きなプロジェクトを依頼したのは今回が初めてですが、どの局

面でも、逃げずに、粘り強く、必ずやり通す姿勢を一貫して示し続けたこと

は、さすがだと思いました。

iStorage HSの耐久性・信頼性は期待通りでした。

1年半の稼働期間の中でディスク1台が故障しましたが、当初の説明どお

り、高信頼技術であるDRD技術とNECフィールディングのサポートによ

り可用性に問題は生じませんでした。

ユーザー側としては、｢ディスクが故障するかしないか」は、さほど気にして

いません。ハードディスクは消耗品なので、｢1年半で1台」くらいは当然、

故障すると思います。

こちらが気にするのは｢それが可用性に影響を与えるかどうか」です。この

点については、iStorage HSのDRD技術と、NECフィールディングのサ

ポートにより、可用性は当初の期待通りのレベルで確保されました。

NECのSI作業については、｢仕事のスケジューリングの緻密さ」が印象的

でした。

ほとんどのSI企業のスケジューリング精度が、｢大日程」｢中日程」までであ

るのに対し、NECからは｢タスクレベルの緻密なスケジューリング」が提出

されてきました。

NECは常に「いつまでに、何を、どこまでやる」ということを細かく宣言



企業の情報システムは、事業方針や外部環境の変化に合わせて、柔軟に拡

張、更新していく必要があります。しかし、そうした「上物（うわもの）とな

る情報システムの柔軟性」を確保するためには、それを支える下部構造が

強固である必要があります。

情報システムの下部構造としては、一般に「サーバ（仮想化）基盤」「ネット

ワーク基盤」などが重視されていますが、「バックアップ基盤」も同じく重

要だと考えます。

というのも、どのような情報システムをどのような形で構築するにせよ、

その可用性を支えるためのバックアップは必須だからです。必ず備えるも

のであれば、その都度、追加・変更するのではなく、標準化・統合化された

「大きな基盤」をあらかじめ用意し、運用を統一化しておく方が、長期的視

点で見た拡張性、柔軟性、費用対効果において適切です。

一方、バックアップが、各システム（各サーバ・OS）に個別に分散構築され

ている場合、将来システムを拡張・新設する際は、バックアップシステムを

その運用を含めて「継ぎ足す」ことになり、構築・運用のコスト高の原因と

なります。またバックアップ本来の目的である「可用性の確保」「ディザス

タリカバリ体制の確保」も担保しにくくなります。

今回のプロジェクトでは、バックアップ共通基盤の構築を通じて「上物の

システムがどう増えようとも、どう変わろうともOK」「何があってもバック

アップ基盤は変化なし。ディザスタリカバリ体制にも劣化なし」という状

態を確立したいと考えました。

災害など非常事態が起きたときに、それが原因でケーヒンの工場での生

産が止まると、納入先である完成車メーカーの生産ラインに悪影響が及

びます。これを防ぐためにも、ケーヒン社内でのディザスタリカバリの体

制を、十分な水準で確立する必要があります。

このディザスタリカバリについて、生産管理システムでは、かつて「一週間

以内の復旧」が目安でした。

しかし、2011年の東日本大震災の経験を契機に（※ケーヒンの主要生産

拠点は宮城県にあります）、現在は、復旧までの時間の目安を「24時間以

内」に短縮しました。

また「バックアップの保管場所」についても、「元システムがある場所から

50km以上離れた場所に保管する」という内規を設けました。

今回のバックアップ共通基盤構築を通じて、これら「24時間以内の復旧」

「50km以上離れた場所へのバックアップ保管」などの指針を現実化し、

ディザスタリカバリ体制をさらに強化することを目指しました。

工場生産のディザスタリカバリにおいて最も重要な情報システムは、「生

産管理システム」です。今回のプロジェクトでは、生産管理システムを24時

間以内に再開するための「災害対策機へのデータ同期の間隔縮小と自動

化環境の確立」を要件としました。

災害対策機には、非常時に「すぐに使えること（24時間以内）」「必ず使える

こと（リストアの失敗は許されない）」、そして「生産拠点から50km以上離

れた遠隔地に置くこと」を求めました。

従来は、バックアップ媒体はテープでした。しかしテープは、出し入れなど

取り扱いに手間がかかり、また広い保管スペースも必要になるなど利便性

に欠けます。

さらに耐久性についても、「テープが伸びて使えなくなる」ことがあるな

ど、さほど高くありません。

今回のバックアップ共通基盤では、媒体を、より取り扱いが容易な「ディス

ク」に切り替えたいと考えました。

以前は、宮城第二製作所で取得したバックアップテープを袋詰めにして

栃木開発センターの保管場所にトラックで陸送していました。これは人件

費（手間）と輸送費ともに高負担です。

新たに構築するバックアップ共通基盤では、宮城第二製作所から栃木開発

センター（あるいは栃木開発センターから宮城第二製作所）へのバックアッ

プはネットワーク経由で行い、工数とコスト両面の低減を狙いました。

従来の、個別管理型のバックアップでは、バックアップやリストアの手順、

水準、使用ソフトウェア、そしてバックアップの保管場所はすべてがバラバ

ラでした。

作業の手順、水準の不統一は、ミス、抜け、漏れの原因となります。今回の

バックアップ共通基盤の構築を通じて、バックアップに関連する運用手

順、保管形態、活用ソフトウェア、ハードウェアなどを標準化、一元管理し

たいと考えました。

バックアップは、通常の情報システムと違い、平常時にはその「効果」が実

感できません。その効果は「非常事態が起きてデータをリストアするとき」

に初めて実感できます。

しかし運用手順や保管形態がシステムごとにバラバラな状態では、「災害

など非常事態が起きたときに『迅速に』リストアできるのか」｢運用要員が

各システムすべてのリストア手順を正確に把握しているかどうかが不明」

「そもそも本当にリストアできるのか?」などの疑問が生じます。つまりリ

ストアの速度と確度が不明確です。

バックアップを分散管理している状態、つまりバラバラの状態とは、すな

わち、｢あるシステムでは上手くいったとしても、別のシステムで上手くいく

とは限らない状態」ともいえます。システム可用性の「最後の砦」ともいう

べきバックアップが、このように不確定な状況であることは、BCP確保の

観点から見て好ましいことではありません。

今回のプロジェクトを通じて、主要な情報システムのバックアップを｢一つ

の共通基盤」で集中管理することにより、現在と将来の主要情報システム

について、「バックアップが確実に取れること」「非常時のリストアが迅速・

確実に行えること」を担保したいと考えました。

以上が、バックアップ共通基盤を構築した7つの目的です。

NECは、バックアップ対象となる42システム（42サーバ）について、各シス

テムを圧縮バックアップした際の容量がどの程度になるかを、サーバ1つ

1つに対し精密なシミュレーションと実検証を行った上で、信憑性のある

数値を提案してきました。ケーヒンのファイル、運用では全体で1/10ほど

になるとのことでした。現在の容量は、圧縮前：158TB、圧縮後：16TBと

なっており、ほぼ1/10の圧縮率です。

今回、候補となったSI企業の中で、カタログベースの数値だけでなく、シ

ミュレーションと検証に基づく数値提案をしてきたのはNECだけでした。

今回のプロジェクトは、「『すでに存在する42サーバのバックアップシステ

ム、およびその運用』を、いったん『バラす』ような形で分解し、それを単一

のバックアップ基盤に統合し、標準化を行う」という作業になります。しか

し、これは大変に面倒な作業です。

というのも、それらのサーバは、OSは、複数のWindows Server、AIXと多

種多様ですし、データベースは、SQL Database、Oracle Database、DB2、

アプリケーションは、OracleEBS、Notes、SharePoint、Exchange、その

他独自開発業務、と多種多様だからです。その上、それらのシステムはNEC

以外の企業が構築したものです。

し、その宣言通りに業務を実行しました。

考えようによっては、スケジューリング（予定）というのは、「それが粗くて

も細かくても、実際の作業が期限内に終わりさえすればそれでよい」とも

いえます。しかし、経験的にいえば、やはりスケジューリングが粗い会社

は作業が遅れることが多く、それが精緻な会社は作業も納期通りに終わ

るという傾向があります。

スケジューリングの緻密さについては、これまでつきあってきたSI会社の

中で、NECが突出していました。

ケーヒンでは、2012年にバックアップ共通基盤を構築し、その半年後に

仮想化共通基盤を構築。サーバ仮想化が可能なWindowsサーバは順次

載せ替えました。この「バックアップ共通基盤 → 仮想化共通基盤」という

順番は、今ふりかえれば、適切な順番（段取り）だったと思います。 

バックアップ共通基盤を構築するに際しては、システム領域とデータ領域

を区別し、それぞれ別々にバックアップを取りました。このシステム領域と

データ領域の分割を、バックアップ共通基盤を構築するとき先に済ませて

おいたことにより、仮想化共通基盤とバックアップ共通基盤でのシステム

領域に関する考え方を矛盾なく統一できました。

バックアップ共通基盤は考えようによっては、仮想化共通基盤のさらに下

に位置する「基盤の基盤」ともいえます。

まずバックアップ共通基盤を確立し、その次に仮想化共通基盤を構築した

ことは、順番としては適切だったのではないかと思います。

また、これから仮想化共通基盤を構築される企業の方には、将来のバック

アップ共通基盤を見据えたバックアップの設計をすることをおすすめし

ます。

ここ数年で、ケーヒンはNECにバックアップ共通基盤の他、仮想化共通基

盤（プライベートクラウド）、システム監視共通基盤など、多くの全社で標

準化されたIT共通基盤のプロジェクトを依頼しています。

ケーヒンの情報システム部門では、今後とも情報システムの基盤強化、

BCP強化、そして顧客満足の向上に努める所存です。NECには、優れた

製品、SI、サポートを継続提供いただくことを通じて、ケーヒンの情報シス

テム部門のシステム基盤改善の取り組みを、後方支援していただくことを

希望します。今後ともよろしくお願いします。 

NECとは以前から取引があったので、今回のプロジェクトについても、ま

ず提案を求めました。

NECからはバックアップストレージとしてiStorage HSが提案され、その

とき「圧縮率は平均1/20です」という説明があったので関心を持ちました。

その数字に信憑性を感じたからです。

ストレージメーカーの中には、圧縮率が1/200とか1/300とか、非現実的な

数値を平然と述べる企業もありました。しかしデータの圧縮率は、圧縮対象

となるファイルの種類により大きく変動します。1/200というのは、何らか

の圧縮しやすいファイルで記録した「瞬間最大風速」のような数値としか思

えませんでした。

一方、NECの「平均で、1/20」という説明には現実性と誠実さを感じました。

また、「ファイルの種類や運用により圧縮率は変化し1/8～1/40位の圧縮率

であることが多い」「圧縮しにくいことで知られているOracle Database

のアーカイブログは、重複排除の技術により1/9まで圧縮できる」という

現実性のある説明がありました。

この他、「独自のDRD（データ分散配置）技術により、ディスク3台が故障し

たとしても、データが失われないストレージ構造です」という説明もあり、

信頼性、可用性も高そうに思われました。 

NECの他には、大手SI企業のA社、B社が候補に挙がりました。A社はクラ

ウドバックアップを、B社は有名ストレージメーカーの製品を提案してきま

した。

まずA社の提案については、クラウドバックアップの発想は面白いものの、

現実的ではなかったので見送りました。B社の提案内容は、NECに匹敵

するものでしたが、最終的には、NECの方が、「iStorage HS 製品」のみ

ならず、「提案・SI・サポート力」において優れていました。

具体的に次の3点を評価しました。

1. ｢ストレージ容量の精密な事前シミュレーション」

必要となるストレージ容量を、入念なシミュレーション、実試験を通

じて精密に見積もった。

　　 

2. ｢面倒な作業への取り組み姿勢」

他社が構築したバックアップ、およびその運用をいったんバラして再

び統合するという「面倒な作業」に対し、誠実に取り組む姿勢を見せた。

　 

3. ｢サポート体制」

24時間365日のサポート体制。
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NECへの今後の期待をお聞かせください。
現在、バックアップ共通基盤の構築を検討している
企業に向けて、「先輩ユーザーとしてのアドバイス」など
あればお聞かせください。

このたび構築した「バックアップ共通基盤」の概要は次のとおりです。

工場の操業のために最重要のシステムである｢生産管理システム」は、

UNIX OSのAIXを搭載したサーバで構成しています。これは、災害など

非常事態が発生した場合でも、ただちに再開できる必要があります。

そこで、生産管理システムについては、非常時でも速やかに稼働再開でき

るよう「災害対策機」を強化し、データ同期の間隔縮小と自動化環境を確

立することにしました。

災害対策機の仕様は次のとおりです。

自分が構築したシステムならともかく、他人が構築した雑多なシステムの

バックアップを、「バラして、また統合する」のは、きわめて地道で泥臭い作

業になります。実際、それに嫌気がさしたのか、作業範囲外と明確に線を引

くSI企業もありました。しかしNECは、その面倒さを嫌がらず、業務を着実

に遂行する姿勢を示しました。

ただし、この点については、最終的には「実施してみないと分からない」と

いう懸念はありましたが。

今回のプロジェクトは「BCPの強化を意識した全社バックアップ共通基

盤の確立」が目的なので、その運用体制は、「24時間365日、止まらない

こと」「障害発生時にはただちに駆けつけて復旧すること」が必須要件で

した。

NECからは、｢NECグループ内のITサポート企業であるNECフィールディ

ングと連携し、障害発生時には2時間以内を目標に駆けつける」という提

案がありました。日本の企業らしい、確実性を感じさせる提案でした。

このようにNECは、｢iStorage HS という優れたハードウェア」｢高い提案・

SI能力」｢堅実なサポート体制」のすべてを備えていたので、今回のバック

アップ共通基盤の構築はNECに依頼することを決めました。

2011年10月に構築を開始し、翌2012年3月に稼働開始となりました。

現在、使用を始めてから1年半が経過しています。

その点については、特に問題なく進行しました。

NECには当初の期待通り、誠実、確実に業務を遂行していただき、76シス

テムすべてのバックアップを無事に統合・標準化することができています。

中には当初、バックアップ統合が上手くいかないシステムもありましたが、

そのときはまずNECが障害原因を分析し、その結果を、そのシステムを最

初に構築したSI企業に連絡し、そのSI企業に障害箇所を修正させました。

一連の作業は、静かに進行しました。その｢静かに進んだこと」自体が評価

に値すると考えます。

他社が構築したシステムでの障害を解決するには、その会社に動いてもら

うしかありません。しかしこれは、その会社にしてみれば、あまり乗り気の

する作業ではないはずです。

もしもNECの分析が不十分であるならば、そのSI企業から「その障害の

原因は弊社ではないと思われます」と突き返されていたかもしれません。

しかし実際には、そうした事態は生じず、すべてのSI企業に協力的に対応

していただけました。これは、NECの切り分け、分析、報告が論理的で的

確であったことを示しています。

NECに、大きなプロジェクトを依頼したのは今回が初めてですが、どの局

面でも、逃げずに、粘り強く、必ずやり通す姿勢を一貫して示し続けたこと

は、さすがだと思いました。

iStorage HSの耐久性・信頼性は期待通りでした。

1年半の稼働期間の中でディスク1台が故障しましたが、当初の説明どお

り、高信頼技術であるDRD技術とNECフィールディングのサポートによ

り可用性に問題は生じませんでした。

ユーザー側としては、｢ディスクが故障するかしないか」は、さほど気にして

いません。ハードディスクは消耗品なので、｢1年半で1台」くらいは当然、

故障すると思います。

こちらが気にするのは｢それが可用性に影響を与えるかどうか」です。この

点については、iStorage HSのDRD技術と、NECフィールディングのサ

ポートにより、可用性は当初の期待通りのレベルで確保されました。

NECのSI作業については、｢仕事のスケジューリングの緻密さ」が印象的

でした。

ほとんどのSI企業のスケジューリング精度が、｢大日程」｢中日程」までであ

るのに対し、NECからは｢タスクレベルの緻密なスケジューリング」が提出

されてきました。

NECは常に「いつまでに、何を、どこまでやる」ということを細かく宣言

（写真左から）
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