
  

東日本大震災以降、企業のBCP(事業継続計画)対策への意識は高まる一方です。ほとんどす
べての業務がITに関連している昨今、災害発生時のITシステム復旧は企業の存続にも関わる
極めて重要な課題となっています。当社は、データのバックアップからシステム全体の仮想化
によるDRサイト(災害発生時の代替拠点)構築まで、お客様のシステム規模やコストなどの要
望に応じたBCP対策を提案しています。本稿ではDRサイト構築の事例も挙げながら、取り組
みを紹介します。

仮想化サーバと統合ストレージを活用した
DR(ディザスタリカバリ)サイトを構築

高まるBCP意識への柔軟な対応を
ITで実現

　ビジネスの根幹をなすITシステムが被
災してしまった際に、いかに迅速に平時
の環境を取り戻すことができるか。企業の
DR(ディザスタリカバリ)への取り組み意識
は高く、当社にもお客様からさまざまな相
談が寄せられますが、それを実現する手

法は次の2つに大別されます(図-1)。
(1) データバックアップ（レプリケーション）
　以前は、バックアップテープの複製を人
手により遠隔地保管する方法が一般的で
したが、RTO(目標復旧時間)/RPO(目標
復旧地点)が数週間から数カ月の単位と
なるため、DR対策としては陳腐化してい
ます。そこで、サーバ内にある日々のデー
タをネットワーク経由で遠隔地に定期的
またはリアルタイムでバックアップし、災害
直前のデータをリストアすることにより迅
速な業務再開を図ろうというものです。一

般的にはファイルサーバのオフィス系デー
タに使用されますが、重要な基幹システ
ムなどに使用されるRDBMSのデータもレ
プリケーションが可能です。Oracleでは、
当社が取り扱っている「SharePlex for 
Oracle」を利用すれば、異なるOracleバー
ジョンやOS間でも低コストでデータのレプ
リケーションが可能です。
(2) 物理的二重化によるDRサイトの構築
　データを遠隔地に保管しているだけで

は、いざプライ
マリサイトが被
災した 場 合 に
物品の調達、シ
ステムの構築、
データのリスト
ア、試験、リリー
スというフェーズ
を実行しなけれ
ばならず、一連

の作業期間(〜数カ月)における機会損失
は莫大なものになります。そこで、DRサイ
トに物理的に同一の仕組みを構築してお
き、データはリモートレプリケーションを行
います。災害発生時にはデータをリストア
し、試験の後リリースすることでRTOを数
時間〜数日、RPOを数時間の範囲に留め
ることが可能となります。
　システムが日々扱うデータは多岐に渡
ります。ファイルサーバのようにバックアッ
プさえとっていれば問題ないというものか
ら、取引システムなど、ダウンタイムが長引

けば企業の存続にも関わるレベルのもの
までありますから、RTO/RPOとコストの兼
ね合いがポイントとなるでしょう。当社で
は、お客様が何をどの程度優先するのか、
また、コストはどうか、データの保全性など
あらゆる要件を考慮しながら、最適なIT-
BCP対策を提案しています。

DRサイトのニーズへの対応例

　当社のお客様がサーバの仮想化による
DRサイトの構築を実現した事例から、DR
環境構築の流れを紹介します。
　この企業では、サーバのリースアップに
伴い、全国拠点を含め20余台のサーバを
本社の基幹系サーバの仮想化によって
集約し、かつ拠点のファイルサーバも本社
サーバに統合することにより、コスト削減と
システム管理者の負荷軽減を行いたい、
という意向がありました。東日本大震災に
よりIT-BCPへの対応が急務となり、サー
バリプレース統合に合わせて、本社システ
ムのDRサイト構築の要望をいただきまし
た。
　当社から提案を行ったのは、本社シス
テムは、既存システムと同様の性能を持
つ仮想環境にPtoVによる移行を実施し、
DRサイトに縮退(障害発生時にシステム
全体を止めず、性能・機能を制限しながら
稼働を維持させる)システムを新規で構築
する案でした。すべてのサーバは本社シ
ステムに集約し、変更された差分のみを
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図-1　DRへの取り組み例
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専用線経由でDRサイトに定期的にレプリ
ケーションすることにより、もし本社システ
ムにトラブルがあってもDRサイトに切り替
えることによって縮退システムで継続運用
が可能となります(図-2)。
　今回の事例では、世界的にシェアを
持つVMware社のvSphere ESXi5.0
を仮想化基盤として、ストレージ本体で
Snapshot(ディスクボリュームのある時
点のコピー取得機能)とSnapMirror(ボ
リューム･Snapsho tの差分データ筐
体間レプリケーション機能)を用意し、
さらにVMwareとの親和性に優れた
NetApp Filer(以下NetApp)、および
NetAppと組み合わせて仮想サーバを自
動的にDRサイトに移行する機能を提供
するVMware vCenter Site Recovery 
Manager5.0(以下SRM)を採用しました。
　システム移行の流れは図-3のとおりです。

NetApp FilerとVMware SRMに
より運用切替自動化を実現　

　これまでの多くのDRサイトの切替は、
前述のとおり数日間のタイムラグが発生し
ていました。SRMは以下のような機能によ
り、サイト切替を自動的に短時間で実行す
ることが可能です。
(1) ストレージによるデータの差分転送
　NetAppのSnapMirrorを使用して全て
の仮想サーバの変更データをDRサイト
へ転送することにより、常にマスタサイトの
仮想サーバの状態が反映されます。その
ため、セキュリティパッチなどを適用した場
合、DRサイトにも自動的にパッチが適用さ
れます。
(2) SRMによるリカバリシナリオの自動実
行とテスト
　SRMは、あらかじめリカバリシナリオと

いう実行フローを登録しておくことにより、
サーバの起動順序やIPアドレスなどのパ
ラメータの変更を自動で行うことが可能
です。そのため、簡単なウィザードを使用し
てリカバリシナリオを実行するだけでDRサ
イトへの切替を行えます。また、リカバリシ
ナリオはマスタサイトのシステムに影響を
与えずにテスト実行が可能となるため、シ
ステム管理者は切替テストをいつでも実
施できます。
(3) スケジュールによるリカバリシナリオの
自動フェイルバック
　SRMは計画的にフェイルオーバーした
システムをデータ整合性を取りながら自
動的にフェイルバックできます。マスタサイ
トが電気設備の法定点検などで電源供
給ができなくなるような場合に、あらかじめ
DRサイトへシステムを移行しておき、点検
終了後にフェイルバックすることによりダウ
ンタイムの縮小が可能です。
　DRサイト構築の場合、得てしてシステ
ムの導入が完了してしまうとすべてが完了
したように思い込みがちですが、日々変更
されるシステムに対応するためには定期
的に切替テストを実施し、切替手順書の
確認とアップデートを行っていないと、切
替の際にトラブルとなることが多々ありま
す。今回の案件ではNetAppとSRMを組
み合わせることにより、頻繁に切替テスト
が実施でき、手順書のアップデートの手間
も少なくなるため、「いざという時に使える
システム」の構築とシステム管理者の負担
軽減を実現できました。
　DRサイトを導入するためには、入念な
事前打ち合わせとデータ移行、切替リハー
サルが必要となり、お客様が思っている
以上に時間とコストがかかります。また、ス
ムーズにシステムを立ち上げるためには、
実際にシステムを使われている方にもリ
ハーサルに参加いただくなどの協力が不
可欠となります。一方、当社でもお客様シ
ステムの仮想化やDR対策のスムーズな
立ち上げをお手伝いできるよう、今回の経
験も活かしながら、一層の提案力、対応力
の強化に努めていきます。

　(SIソリューション事業部　冨岡正俊)
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図-3　システム移行の流れ

図-2　仮想サーバによるCDP/BCP対応
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