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自然災害だらけ

日本各地で、観測史上類を見ない大規模な台風による豪雨や大地震など

自然災害が増えております。自然災害はいつ起こるかわかりません。

そのため、災害に備え十分な対策を講じる必要があります。

三和コムテックは、データ保護や事業継続という観点でBCP対策ソリューションをご紹介します。

台風21号、24号及び北海道胆振東部地震により被害に遭われた方々、また被害に遭われたご家族や

ご友人の方々に心よりお見舞い申し上げます。
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自然災害だらけ
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台風21号、台風24号、北海道胆振東部地震

熊本地震

西日本豪雨

阪神・淡路大震災

東日本大震災

北海道胆振東部地震

交通機関停止

関西国際空港の長い機能停止



自然災害だらけ
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全米史上3番目の強さでフロリダ上陸

日本だけでなく海外も！ 今後も続く自然災害！！

カテゴリー4の巨大ハリケーン・マイケルがアメリカのフロリダ州メキシコビーチに上陸

最大風速69メートルのハリケーンは家々を吹き飛ばし、多くの建物が倒壊

大型ハリケーン「マイケル」が現地時間10日午後（日本時間11日未明）、米南部フロリダ
州北西部に上陸

同地域を直撃したハリケーンとしては史上最大の規模で、湾岸部の都市は冠水し、家屋の浸
水被害や倒木が起きた



システムへの影響事例①

• 事象 ：バックアップ機が設置してある地域が停電

• 影響 ：関東に設置してある本番機からバックアップ機への業務データの同期処理が停止

• 対応 ：停電復旧後にHA/DRでの同期を再開
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本番機 代替機
(HA/DR機)

本番運用

本番機 代替機
(HA/DR機)

本番運用
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• 事象 ：本番機が設置してある地域が停電

• 影響 ：本番機での業務継続が不可能

• 対応 ：離れた地域に設置してある代替機に切り替えて業務を継続

⇒ 停電が復旧した数週間後に元の本番機に切り替え

システムへの影響事例②
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本番機 代替機
(HA/DR機)

本番運用 本番運用

本番機 代替機
(HA/DR機)

本番機 代替機
(HA/DR機)

本番運用

本番機 代替機
(HA/DR機)

本番運用

300Km

300Km 300Km



システムへの影響事例③

• 事象 ：本番機が設置してある地域が停電したが、自家発電で対応

• 影響 ：本番運用には影響なし

• 対応 ：長期停電対策として代替機への切り替え準備、広域停電のため切り替えができない
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本番機 代替機
(HA/DR機)

本番運用

20Km



システムへの影響事例④

• 事象 ：本番機が設置してある地域が停電したが、自家発電で対応

• 影響 ：基幹システムを含む本番機は影響なし、社内端末のバッテリーがなくなり業務がで

きなくなった

• 対応 ：UPSに接続された限定端末で処理
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本番機

本番運用

UPS
装置



事例に学ぶBCP対策
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取り組まなければ課題

①バックアップ機の設置場所
地震の揺れだけでなく、停電や津波で広範囲のシステムが影響を受け、バックアップ機の設置場所の
見直しが必要

②『想定外』への備え
受注や出荷など最低限の業務を保護する災害対策は、実際最低限定義した範囲の保護にしかならない
（広域停電、計画停電等への柔軟な対応はできない）

③データの確実な保護
阪神淡路大震災 -> 火災被害 = Tapeは防火金庫に保管
東日本大震災 -> 津波被害 = Tapeよりもオンラインバックアップ
他の災害 -> 水没・停電被害 = エリアを変えて保管

④クラウド活用
災害直後のネットワーク混乱時のコミュニケーションをクラウドが支えた

大規模災害は広範囲・長期間にビジネスに影響を及ぼします
これまでの対策がどこまで有効だったのか評価し、今回の事前災害の経験を生か
したBCPの構築が今後の課題です



事例に学んだBCP対策イメージ図
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事例を考慮し、これからは単に基幹サーバーのBCP対策だけでなく、災害発生時の特殊環境下でも業務
を継続可能にするトータルなBCP対策が必要

基幹システム
(IBMi)

情報系システムなど
(AIX、Windows、etc.)

ポイント①
災害/停電時に基幹だけでなく
IA/UNIX系も業務継続可能な統合
バックアップサイト
※距離は離す

ポイント②
インターネット経由で安全に会社サ
ーバーにWebブラウザでアクセス可
能な在宅勤務支援環境（電源確保）

Webサーバー

ポイント③
災害・停電に強く会社はもちろん自宅ネット、
携帯網、公衆無線LANなど停電回避の様々な接
続環境を選べるクラウドサービスにグループウ
ェア系など可能な業務を移行

オンプレミス or クラウド

本番拠点 バックアップ拠点

会社、自宅／モバイル

オンプレミス or クラウド

数百
Km



事業継続の必要性
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トランザクション損失

遊休設備

遊休労働

復旧コスト

罰金

訴訟

会社の喪失

信用喪失

お客様の喪失

販売機会喪失

パーマネント

テンポラリー

停止によ
るコスト

停止時間
TOTAL

システム停止時間が長くなるほどに、
幾何級数的に損失は増大

システムが停止した場合の損害額を把握されていますか？

某お客様事例：

製品出荷が停止した場合の一時間辺りの財務的影響：300万円/時間*1

日次のテープ・バックアップのみの場合、システム障害から業務再開までの
所要時間 ：平均5時間*2

→数時間の停止でも1,500万円の損失!!
*1：Sources：Contingency Planning Association Research；Strategic Research Corp.,1998

*2：所要時間は処理トランザクション量により変動する可能性があります。

システムの停止は、企業の売上、利
益、生産性、競争力、信用、意思決
定に大きな損失を及ぼします

原典: IMEX Research.com  Jan 2002

@ http://www.highavailabilitycenter.com/index.shtml



事業継続計画の概念
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事業継続計画（ＢＣＰ）の概念図：事業継続ガイドライン第二版より転載

BCPとは？
想定される災害（地震等）に見舞われた際に、”事
業”の操業度が現状どのようになり、復旧にどのく
らいの時間を要するかを把握し、災害発生時でも最
低限維持すべき操業度と復旧時間の”目標”を実現す
るための計画

システム停止がビジネスに与える影響と目標を定量化
➢システム停止のタイプとその回復にかかる時間は？
➢その際のビジネスに与える影響と損失額は？
➢時間の短縮目標値はどれくらいですか？

システム停止
のタイプ

予想停止時間 ビジネス損
失額

目標値

計画停止 50時間 2000万円 5時間

非計画停止 6時間 5000万円 30分

災害 72時間 2億円 12時間

<<ビジネス・インパクトの定量化>>

目標を実現するためのシステムはどうあるべきか？

事業継続のため情報システムデータロストの許容度、目標復旧時間を定義し、
その実現のためのシステムを構築



SCTが推奨するIBMi BCP対策ソリューション
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障害直前のデータ
も保護
速やかな業務再開

障害直前のデータ
も保護
確実にシステムを
再建

大容量データを
保護
確実にシステム
を再建

RPO 短 短 長 長

（復旧ポイント） リアルタイムバックアップ リアルタイムバックアップ IBMiからWinサーバーへ IBMiからWinサーバーへ

（常時更新） （常時更新） スケジュールバックアップ スケジュールバックアップ

RTO 短 短 長 長

（復旧時間） 1M-24H以内（設定変更程度） 1M-2日（接続変更作業） 2日～（代替機手配必要） 2日～（代替機手配必要）

IBM i x2台 IBM i x2台 IBM i x1台+Winサーバーx1台 IBM i x1台+Winサーバーx1台

▪本番機に障害が発生してもバックアップ

機で継続業務可能

▪本番機に障害が発生してもバックアップ

機で継続業務可能

▪ファイバーチャンネルまたはSAS接続

Winサーバーで継続業務不可

▪TCP/IP接続

Winサーバーで継続業務不可

▪本番機復旧後はバックアップ機→本番機

の逆転送で復元可能。
▪HW復旧後にバックアップから復元。

▪WinサーバーからOSのコマンドでリカ

バリー、復元

▪Winサーバーから独自コマンドでリカバ

リー、復元

高 中 低 低

IBM i x2+ライセンスx2 IBM i x2+ライセンスx1
IBM i x1+Winサーバーx1 +

ライセンスx1

IBM i x1+Winサーバーx1 +

ライセンスx1

+構築費用 + 構築費用 + 構築費用(小) + 構築費用(小)

構成

コスト

HA 松 DR 竹 Backup 梅 Backup 茸

確実にシステム
を再建するため
のデータ保護を
安価に実現



MIMIXによるIBMi HA/BCP/災害対策
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 企業の基幹システムを支えるIBMiサーバー向けHAソリューションのスタンダード
 トランザクションデータはもちろん様々なオブジェクトも常時バックアップシステムに転送し

て、本番機の突然の障害時もバックアップ機で業務を速やかに継続することが可能です
 障害・災害時、そして広域停電時にも業務継続可能なシステム基盤を構築できます

DB、プログラムだけでなくスプールファイルやデータエリア、権限設定、物理ファイルの再編成処理などあら
ゆるオブジェクト、設定を同期してバックアップシステムへの完全な切替を実現します
CDP機能により障害発生の直前だけでなく、日次バッチ直前など指定した時間の状態に戻ることもできます
操作画面やヘルプが日本語化されて操作が容易です

HA 松

本番機 代替機
(HA/DR機)

本番運用

MIMIX Availability
レプリケーション

本番機から代替機に処理を切替

国内、海外実績№1



MIMIX V9
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マルチスレッド機能の実装により、複製データの数やボリュー
ムの急増にもダイナミックに対応でき、最大10倍程度の高速
処理を実現

他：

 より早く、より確実なレプリケーション（最小なRTO）
 モバイル環境に適したグラフィカル・ダッシュボード
 RPOとRTO指標分析を表示
 SNMPアラート機能を追加
 効率的なHA監査機能拡張
 IBM iとDb2の最新機能をサポート（RCACやテンポラル・テーブル）

HA 松

New



MIMIX DRによるIBMi BCP/災害対策
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本番機 代替機
(HA/DR機)

本番運用

MIMIX DR
レプリケーション

本番機から代替機に処理を切替

DR 竹

MIMIX DRは、
➢1～4コアのIBM i 機械グループ P05、P10をサポートします
➢手動切り替えのみサポート、自動切り替えはサポートしません

新たに低コストで災害対策BCPを実現したい比較的
小規模なお客様向け



LaservaultによるIBMi D2Dバックアップ
LaserVault ViTL
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Diskコピー etc.

D2Dバックアップのメリット

➢テープ・メディアが不要となり8mm→QIC→LTOxxと世代交代対応から解放される

➢データセンターへの設置にあたりテープ交換作業のコスト低減

➢テープメディアの配送コスト、紛失リスクの低減

Backup 梅

本番運用

◆BRMS, Robot/SAVE、IBMコマンドで保管/復元が可能

仮想テープ・ライブラリーソリューション

HW追加なしでテープよりも多くのドライブ＆スロットを使用できます

New

HDD HDDHDD

仮想テープドライブ

Data

Laser Vault ViTL

Data

Data
Data

FC/SAS 接続

クラウド、遠隔地のサーバー



LaservaultによるIBMi D2Dバックアップ
LaserVault Backup

18

HDD HDD

LAN接続

Laser Vault Backup

IBM i のデータを安価で大容量の
WindowsサーバのHDDにオンライ
ンバックアップ

IBM i
IA

LaserVault Backupの価値
メディア交換の負担が不要

8mm→LTO、LTO2→LTO5等メディアの変化の影響を受けない

バックアップファイルはAES256で暗号化可能

バックアップファイルは高圧縮、容量の小さくなったバックアップファイルを遠
隔地に転送すれば災害に対するデータ保護にもなります

バックアップファイルの世代管理も管理画面から簡単、Windows側でも5250画
面でも管理できます

保管データ一覧（Catalog）画面

COPY HDD

遠隔地の
サーバー

圧縮されたバックアップファ
イルをリモート拠点にコピー

 LaserVault BackupはIBMi からWindows機がテープ装置に見えるDisk to Disk（D2D）
Backupソリューションです

 保管操作はこれまでのテープ装置と同じように出来る上、SAVFのようにIBM i のHDD上にバ
ックアップファイルを作らないので、HDD容量に負担をかけることもなく容易に導入可能

Backup 茸



SCT BCP/DRソリューション
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High Availability

・データ複製と切替操作

・仮想環境のサポート

・最適なRPOとRTOを提供

Disaster Recovery

・リアルタイムデータ複製 - ローカルとリモートで提供

・ローカルと仮想環境に復元

・CDPはどのポイントからでも復元可能

・パブリック、プライベートクラウドに展開

Data Sharing and Systems Management

・チェンジ・データ・キャプチャー

・データの共有、統合、変更

・ダウンタイムなしでリアルタイム・マイグレーション

・リソースの監視、管理、最適化を実現

IBMiのオンラインディスクバックアップシステム⇒LaserVault ViTL/Backup

MIMIX 

Share

MIMIX 

Share

MIMIX 

Share

MIMIX 

Share

for AIX

for AIX

SC
Tサ

ポ
ー

ト
サ

ー
ビ

ス



ご清聴ありがとうございました

お問い合わせ先

三和コムテック株式会社
クラウド＆サーバー事業部

Tel 03-3583-2518

Mail sales@sct.co.jp


