NEC の BC サービス・ソリューション

災害対策を支える
システム構築技術・ソリューション
高屋 正裕・富 光弘
要

旨

本稿では、災害からのリカバリ範囲を考えた上で、災害対策(DR)用システムを考えるためのシステムアー
キテクチャについて説明し、業務に応じたリカバリシステムを考える上でのいくつかのポイントについて
述べます。次に、NECが提供している、様々なデータレプリケーション方式の概要をシステムレイヤの考
え方で分類し、特性を付記しながら紹介します。最後にネットワーク回線についての考え方を説明します。
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1. はじめに
本稿では、災害対策(Disaster Recovery : DR)を実現するた
めのシステム構築技術を紹介します。
何らかの理由でシステムが使用できなくなった場合、代替
システムで事業を継続するためには、代替システムを含めた
システム 全 体 の ア ー キテクチ ャ を 事 業 継 続(Business
Continuity : BC)の観点で構築する必要があります。
代替システムは、ただ単に既存システムの代替構成を設置
するだけでは不十分です。代替システムへのアクセスを可能
とするための、ネットワーク回線や2サイト運用も重要になっ
てきます。
また、代替システムで事業を継続するための最も重要な事
項は、
いかにデータを保全するかとなります。その手段として、
従来からストレージの機能を使ったデータレプリケーションが
よく知られていますが、その他、最新の方式について紹介し
ます。

できません。そのためBCへのニーズが高まってきています。
しかし、BCへのアプローチには多額の費用と時間が必要とな
るため、現実解としてDRから着手するケースも増えてきてい
ます(図1)。
BC/DRシステムは本番システムの複製であり、本番システ
ムをコスト面・機能面を考慮し要件に適合するようにカスタ
マイズしたものと言えます(図2)。BC/DRシステムを検討する
上 で 必 須となる項目が、①RLO(Recovery Level Objective)、②
RTO(Recovery Time Objective)、③RPO(Recovery Point Objective)の
3つの指標です。この3つの指標を定義することにより、BC/
DRシステムの方向性が決定付けられ、同時にビジネスの継続
性が定義付けられます。
BC/DRシステムの設計においても通常のITシステムと同じ

2. リカバリ範囲とBC/DR
災害発生時のリカバリレベルは大きく2つに分類することが
できます。1つは、BC ( Business Continuity ) と呼ばれる「業
務継続」を目的としたリカバリレベル。2つ目は、DR ( Disaster
Recovery ) と呼ばれる「ITシステムの保護、データの保護」
を目的としたリカバリレベルになります。
DRへの対策のみでは、当然ながら業務の継続を行うことは

図1

BCとDRのリカバリ範囲
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図2

BC/DRシステムの考え方
図3

く、システム要件の明確な定義が不可欠となります。この要
件のもと、システムアーキテクチャを決定し、具体的なシステ
ム設計を行っていきます。
3. BC/DRシステムの検討
BC/DRシステムのシステムアーキテクチャを検 討する場
合、第2章で述べたようにITシステム面の検討だけではなく、
業務面での検討が不可欠です。言い換えれば、BC/DRシステ
ムはまったく新規にシステムを構築するに等しいとも言えま
す。そのため、検討すべき項目は多岐にわたり、明確なシス
テムに対するポリシーがなければ設計が進まなくなってしまい
ます。したがって、ITシステムの検討に入る前に、ビジネス影
響度分析から明確なポリシーを定義しておくことが強く望ま
れます。
(1)システム復旧レベルの検討
このシステムアーキテクチャを決定付ける項目の1つとして
RLOという指標があります。RLOは災害発生時に提供する
サービスレベルとも言え、業務遂行面では非常に重要な指
標になります。
このRLOは通常システムのサービスレベルと同様、ある特
定部分のサービスレベルを表現しているのではなく、あく
までも業務を継続するためのサービスレベル、すなわちIT
システム全体のサービスレベルを表現しています。そのた
め、ITシステムを構成する要素(ここでは構成スタックと表
現する)を認識した上で検討する必要があります。このシス

システム構成スタック

テム構成スタックを図3に示します。
(2)コスト面の検討
BC/DRシステムの設計において、
ITシステムのサーバ・スト
レージなどの機器コストが問題視される傾向にあります。し
かし、まったく新しいシステムを追加することになるため、
最も重要視されるべき項目が、
「統合運用」と「ネットワー
ク(広域WAN)」です。この2つの構成要素は、ほかの構成
要素に比べ2サイト間にまたがった検討が必要な項目であ
り、円滑な運用を実現するためには特に必要な項目です。
「統合運用」は、まったく新規のシステムの追加となり、運
用管理の対象要素が増えることに注意が必要となります。
加えて、通常時の本番稼働では稼働していない構成要素に
ついても有事に備えて正常に稼働することを運用で保証す
る必要があります。そのため、運用に対する負荷は倍増す
ると言っても過言ではありません。
「ネットワーク(広域WAN)」は、有事の際に確実にDRサイ
トに切り替わり接続を保証する必要があります。想定して
いる広域災害においても接続可能な代替経路を有している
回線か？別キャリアでの回線か？などの検討が必要となり
ます。
(3)DRサイト構成についての検討
DRサイト環境の構成は、次の3つの形態が考えられます。
①メイン環境を縮退した環境の待機系
一般的にはこの構成が選択されます。既存環境のDRサイト
を構築する場合は、極力追加投資を抑えるために必要最低
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限のRLOを満たす縮退環境を構築します。
②メインサイトと同等環境の待機系
この構成は縮退が許されないシステムで選択されます。DR
サイト側環境をメインサイト側とまったく同一にすればよく
運用負荷の軽減も期待できます。
③両サイトとも稼働系
この構成は待機系という、通常業務に貢献していない環境
が存在しないためランニングコスト的に最適と言えます。し
かし、DRシステムとしての設計や運用が煩雑になること、
既存環境からの移行が発生することなど導入するには難易
度が高いと言えます。そのため、新規にシステムを構築す
る場合には検討されることがあります。
(4)メインサイト冗長性の検討
RLOを検討する前に、メインサイトのサービスレベルを意
識しておく必要があります。
DRサイトを構築するという理由から、メインサイトの冗長
性を薄くすることがあります。しかし、クラスタシステムと
同様、メインサイトでの冗長性・信頼性を十分に確保した
上でDRサイト側の機器構成を検討すべきです。誤解され
がちなのが、 DRサイトを遠隔地にあるクラスタリング待機
系と捉えて設計してしまうことです。
これはシステムに要求される「障害対策」と「災害対策」
を混同した結果生じやすい課題です。
「障害対策」は復旧
時間の観点やDRサイトでの運用・DRサイトからの戻し運用
などの負荷を考慮すると従来通りの信頼性を確保している
ことが望ましいと言えます。その上で「災害対策」のため
のシステム構成を検討しなければなりません。
(5)システム復旧時間の考慮
RTOはDRサイト側で業務が完全に使用可能となるまでの
時間であり、ITシステムのインフラ稼働までの時間ではない
点に注意が必要です。
RTOを決定付ける要素は単にインフラ部分の対応だけでは
なく、業務システム面・運用面の対応も重要となります。
対応としては以下のような点を考慮してください。
・DRサイト側にどれだけのITシステム機器を事前に用意で
きているか？ 即時利用可能になっているか？
・データがいつ使える状態になるのか？
・業務確認手順が整備されているのか？
(6)復旧時点目標の考慮
RPOは、メインサイトからDRサイトへのデータレプリケー
ション方式が最も重要な要素となります。同時にRTOにも

図4

NECのDRソリューション体系

影響するために、データレプリケーション方式の選択がDR
システムの性格を決定付けることになります。
図4にRTO/RPO別NECのDRソリューション体系を示しま
す。
4. データレプリケーション方式の概説
データを同期する方式の選定は、RTO/RPOを検討した上
で、システム全体の機器構成・コストパフォーマンスなども考
慮して行う必要があります。
データレプリケーション方式は、大きく以下の3つに分類す
ることができます。以降で説明するレイヤ別方式もこの3つの
方式に分類されます。それぞれ必要とされるリソースや注意
事項が異なっているので、システム構成と各方式を十分に検
討する必要があります。
①完全同期型 : メインサイトとDRサイトのデータが完全に
一致する方式。遠隔地にあるDRサイトにも更新を行うため
にアプリケーションのレスポンスに影響を与えてしまいま
す。
②遅延同期型 : メインサイトの更新をアプリケーションの処
理とは非同期に(遅延して)DRサイトに反映します。
③一括同期型:データの静止ポイントを確保した上で、一括
してデータ複製を行う方式。
データレプリケーション方式は、ストレージ機能を用いた方
式が広く認知されています。しかしこの方式も万能ではなく、
様々な要件・システム構成に対応するために図5に示すように
各システムレイヤでいくつかの方式が開発されてきました。以
降にこれらの方式について説明します。
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4.2 ミドルウェアレイヤ

図5

システムレイヤ

完全同期・遅延同期の場合、システムの整合性が確保され
ていないためDRサイト側のデータは不整合の可能性がありま
す。そのため、業務再開の前にファイルシステムの診断・復
旧が必要であり、データベースのリカバリが発生します。これ
らの処理によって、ファイルシステム上の整合性は回復され
ますが、業務上のどの処理までが完全にデータベースに反映
されているのか？は不明となってしまいます。これは業務面か
ら見た場合、意味のあるデータかどうか保証がなく、業務的
に確認する必要があります。
4.1 アプリケーションレイヤ
すべての処理を業務アプリケーションで対応する方式です。
もっとも精度を高めることができる反面、もっとも難易度が
高い方式でもあります。この方式では、サイト間のデータ整
合性を、プログラム間通信やファイル転送などを組み合わせ
て、アプリケーションで制御することになります。したがって、
特に決まったソリューションはなく、業務に応じたシステムの
構築が必要となります。しかし、この方式はアプリケーション
の基本設計に大きな影響を与えるために既存システムの拡張
という局面での適用は行えず、システム更改などのタイミング
でのみ検討が可能と言えます。
・代表的なソリューション
1) Robocopy ( Windowsリソースキット )

ミドルウェアでサイト間データレプリケーションを実現する
方式です。
ミドルウェアがメインサイト側でのI/O処理を取得し、DRサ
イト側で復元するというのが基本的な処理の考え方となりま
す。そのためミドルウェアは、サーバOSのファイルシステム
に大きく依存することになります。
OSバージョンや適用パッチ
レベルなど、システム環境に大きく依存するため既存環境へ
のインパクトも大きくなります。加えて運用面では、パッチ適
用時の評価確認作業なども増加することになり、運用の考慮
も必要となります。最近のシステムでは、ミドルウェアのオー
バヘッドを意識する必要はありません。しかしシステム環境と
密接に関連を持っているため、他ミドルウェアとの不整合な
どには十分に注意が必要です。また、適用するファイル特性
にも注意が必要であり、データの複製単位がファイル単位か、
ブロック単位か、などのミドルウェアの機能を意識しておく必
要があります。
・代表的なソリューション
1) VVR ( VERITAS Volume Replicator )
2) VRE ( VERITAS Replication Exec )
3) Double TakeなどISV製品
4.3 データベースレイヤ
メインサイト側データベースの更新ジャーナルデータをDR
サイト側に転送し、DRサイト側のデータベースに反映を行う方
式です。
データベースをジャーナル出力モードで運用する必要があ
ります。そのためにシステムの見直しが発生する可能性があ
ります。
課題として、データベース以外のファイルのデータレプリ
ケーションができないということがあります。これが問題とな
る例として、フラットファイルのパス名のみをデータベースに
格納し、フラットファイルは通常のファイルとして管理を行っ
ている構成があります。この構成の場合、データベースは
ジャーナル運用されていますが、フラットファイルはジャーナ
ルで保護されていないため障害時のリカバリ処理で不整合が
発生する可能があります。この事象の解決には、業務アプリ
ケーション側で整合性を確保する機能が必要となります。
また、DRサイト側でもデータベースを稼働させる必要がある
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図6

ORACLE Data Guard
図7

ために、データベースのライセンスが別途必要となることにも
注意が必要です。
図6にORACLEでの例を示します。
・代表的なソリューション
1) Oracle ( Data Guard )
Oracle自体が保有している機能です。
2) Microsoft SQL Server ( ログ配布 )
3) Data Coordinator/RA
「異種データベース間でのデータ連携」を実現するソフト
ウェアです。この機能を応用し、データ連携を遠隔地と行
うことで、データレプリケーションを実現することができま
す。
4) その他ジャーナル運用が可能なRDBMSであればこの方
式を応用してシステム構築が可能となります。
4.4 OSレイヤ
クラスタリング機能の延長で実現する方式です。
通常のクラスタリング技術では共有ディスクが必要となり
ますが、CLUSTERPROでは共有ディスクなしでクラスタ構成
を実現することができます。この機能を利用し、遠隔地の待
機系クラスタノードにデータレプリケーションを実現します。
基本となる技術がクラスタリング技術であるため、すでに
CLUSTERPRO環境を導入しているシステムへの適用は比較
的容易になります。
DRサイトの受け側となる待機系ノードは、
複数の稼働系ノードの受け側とできるために機器構成の抑制
も可能となっています。
この方式で特筆すべき点としてDRサイト側・待機系ノード
へのFail Overが可能となる点があります。ただし、クラスタ

CLUSTERPROによる構成例

構成になっているシステムのみがFail Overの対象となるだけ
であり関連のシステムが一度にFail Overするわけではありま
せんのでシステム運用上の注意が必要となります。
図7にCLUSTERPROによる構成例を示します。
・代表的なソリューション
1) CLUSTERPRO
2) SystemGlobe RemoteCluster with MC/ServiceGuard
従来のクラスタ構成をリモートで実現する機能。ただし、
データレプリケーションはストレージレイヤでの実現が必須
です。
4.5 SANレイヤ
SANを構成しているFC-SW( Fiber Channel Switch )または 相当
機能でデータを複製する方式です。
前述のミドルウェアレイヤでの方式と同じく、メインサイト
SAN内を通過するI/Oデータを取得し、DRサイトSAN内で復
元することでデータのレプリケーションを実現しています。こ
の技術はSANにおける仮想化技術の延長とも言えます。その
ため、異機種ストレージが混在している環境やデータレプリ
ケーション機能を有していないストレージで構成されている環
境でも適用することができます。
しかし、システム構成として必ずSAN構成となっていなけ
ればならないため、適用システムに制限が発生します。また、
SAN構成のために通常のSAN構成の課題と同じく、SAN接続
性が問題になることがあります。そのため事前に接続検証結
果を十分に調査しておく必要があります。
図8にSANsymphonyでの例を示します。
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図8

SANsymphony

・代表的なソリューション
1) MelodiousStor
2) System Globe SANsymphony
3) EMC/Invista

図9

ストレージレイヤでのレプリケーション方式

4.6 ストレージレイヤ
ストレージ筐体間でデータレプリケーションを行う方式です。
ストレージが有している機能でディスク上のデータを物理
的に複製します。そのため、原則同一機種でのみ複製が可能
となります(図9)。
・カスケード方式について
完全同期型はその処理方式のために、実際に適用が可能な
サイト間の距離に制限があります。通常、60km前後が適応
の限界とされています。この制限を回避するための方式と
して、完全同期型方式＋遅延または一括同期方式の組み合
わせたカスケード方式があります。この方式の例について
図10に示します。
・代表的なソリューション
NEC iStorage
1) SystemGlobe RDR ( Remote Data Replication )
EMC Symmetrix
2) SRDF
3) Open Replicator(異機種間)
EMC CLARiX
4) Mirror Viewファミリ
5) SAN Copy(異機種間)
4.7 運用レイヤ
メインサイトの複製対象のデータをバックアップしたテープ

図10

カスケード方式

を、
DRサイトへ搬送する方式です。
(1)テープによる運用
最も安価な方式である反面、運用に負荷がかかってしまい
ます。受け入れ側DRサイトでの運用によって、以下の2つ
に方式が分類することができます。
①テープ保管のみ
テープをDRサイトでは保管のみ行います。災害発生後から
データのリストアを開始することでデータの復旧を行いま
す。
②事前リストア運用
DRサイトに到着したテープを日々の運用のなかで、DRサイ
ト側のシステムにリストアを行います。これによりリストア
処理時間分のRTO短縮が見込めます。
テープを外部へ出すことになるため、搬出用テープの作成・
搬出用テープの暗号化などのセキュリティ対策を講じる必
要が別途発生します。
(2)テープイメージの伝送運用
テープイメージを伝送する方式も、この方式の延長と捉え
ることができます。物理的なテープ媒体を物理的に搬送す
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るのではなく、テープイメージのデータをディスク上に作成
しこのデータをDRサイトに伝送することで同様の運用が可
能となります。
(3)リモートバックアップ機能を用いての運用
テープイメージをDRサイトに持っていくという発想ではな
く、バックアップ処理そのものをネットワーク越しに採取す
る方式もあります。
図11にテープ搬送方式の例を示します。
・代表的なソリューション
1) テープ搬送サービス
2) 仮想テープ装置
iStorage T5100VT、
Data Domainなど。
4.8 ACOS-4のDRについて
ACOS-4のデータを複製する方式には、大きく3つの方式が
あります。
(1)
「ストレージレイヤでのデータ同期方式」
ACOS-4のディスクはすべてiStorageで構成されているため
iStorageでのデータレプリケーション方式を適用することが
できます。ほかのOpen系システムにない特筆できる機能と
しては、OS Boot領域もiStorage内に実装するために、一般
的な業務データのみのデータ同期に加えてシステム領域も
データ同期できるという利点があります。これによりシステ
ム環境の変更をDRサイト側で行う必要がなくなり運用負荷
を軽くすることができます。また、リアルタイムに変更され
ているシステムファイルも同期することにより、たとえば
ジョブの実行履歴などもDRサイト側に複製でき、災害発生
時点の業務処理状況の把握を容易にすることが可能となり
ます。

図11

運用レイヤ(テープ搬送方式)

(2)「データベースレイヤでのデータ同期方式」の応用とな
るVSASジャーナル転送方式
ACOS-4が標準で採用しているファイルシステム(VSAS)は
すべてのファイルに対してジャーナル採取が可能となりま
す。そのためデータベースのみではなく、フラットファイル
に対してもジャーナル適用を行うことでデータの複製を行
うことができます。
(3)ACOS固有ツールを用いた方式
ACOSが使用しているiStorage上のディスク領域をOpen系
システムでアクセスすることができます。このツールを用い
ることでACOSの機能を用いてデータ複製を行うのではな
く、Open系システムを経由してデータレプリケーションを行
うことができます。ただし、ACOSからOpenへの移行と同じ
く、コード体系・ファイル名などに対しての注意事項の考
慮は必要です。
この方式は、一部ACOS-2でも適用が可能です。
・代表的なソリューション
1)DIOSA/PX21 ディレード 転送機能
2)DISKSHARE & refam
4.9 NASのDRについて
通常のサーバOSでファイルサーバとして構築した場合は、
前述の各種方式でデータレプリケーションを行うことができま
す。ここではNASアプライアンスが持つNAS固有方式につい
て説明します。
NASアプライアンスは、専用のOS および ファイルシステム
でシステムを構築しているためにほかの方式でのデータレプ
リケーションは困難になります。そのため、各NASアプライア
ンス機は固有のデータレプリケーション方式を有しています。
ただし、Windows OSをベースに作成されているWindows
Powered NASについては、一部Windowsサーバと同様の方
式を選定することが可能です。
また、以下のようなファイルサーバ固有の特性を意識して
おく必要があります。
①利用者が非常に多いため、利用権の設定が重要かつ複雑に
なります。
WindowsのActive Directoryなどの認証機能との連
携が必須となります。
②ファイル特性として「小さいファイルが非常に沢山存在す
る」という環境になっています。これはレプリケーション方式
のレスポンスに影響します。
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・代表的なソリューション
iStorage NVシリーズ
1) MVDSync
EMC Celerraシリーズ
2) Celerra Replicator
Windowsのみ
3) Windows2003/R2 DFS レプリケーション

今後の動向として、データ容量の増加・ITシステム依存度
の増加などによるBC/DR需要の増加が考えられます。これに
対して、回線価格の低価格化などで普及の後押しも見込まれ
ています。将来的には、ビジネスグリッドの技術を適用した
BC/DRシステムへと発展していくと考えられます。
これらのNECが提供するソリューションを最適に組み合わ
せることで、今後もお客様に安定したシステムをご提供させ
ていただきます。

5. ネットワーク回線
執筆者プロフィール

DRを実現するためには、サイト間のデータ複製のネットワー
クを意識しておけばよいのですが、BCを実現するにはシステ
ムに関連するネットワーク全体を考慮する必要があります。
①データ複製用ネットワーク
データ複製を目的としたネットワークです。高品質かつ帯
域保証されていることが望まれます。ミッションクリティカ
ルなシステムでは、生命線となる重要なネットワークとなり
ます。
②利用者ネットワーク
システム利用者が業務システムにアクセルするためのネッ
トワークです。災害発生時にはDRサイトに適切に切り替え
が行えることが重要となります。同時にセキュリティへの考
慮、認証系システムの切り替えも必要です。
③社外接続用ネットワーク
社外取引先などとのシステム的に連携するためのネット
ワークです。相手先との取り決めが必要となります。
④開発用ネットワーク
災害時に開発環境を有するか否か、という課題が残されて
いますが不測の事態に備えるためには開発環境もDRする可
能性の考慮が必要です。
⑤監視用ネットワーク
運用監視を行うためのネットワークです。
2サイト運用を前提
にした刷新が必要となります。
⑥リモート保守用ネットワーク
サービス提供ベンダとの調整が必要となります。

高屋 正裕

富 光弘

システムソフトウェア事業本部

NECシステムテクノロジー

IT基盤システム開発事業部
グループマネージャー

プラットフォームインテグレーション事業本部
IT基盤事業部
マネージャー

6. まとめ
本稿では、BC/DRシステムを構築するための考え方、シス
テムを支えるデータレプリケーション方式を中心に説明しまし
た。
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