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　富山県高岡市に本社を構える三協立山株式会

社（以下、三協立山）は、創業以来半世紀以上の長

きにわたり、アルミサッシなどを主としたビル・住

宅の建材やエクステリア建材のほか、アルミニウ

ムやマグネシウムの鋳造・加工、店舗用汎用陳列

什器などを手掛け、日本のアルミ業界大手3社の

一角として発展してきた。2012年のグループ再編

により、三協アルミ社（建材事業）、三協マテリア

ル社（マテリアル事業）、タテヤマアドバンス社（商

業施設事業）の3つのセグメントで社内カンパニー

制を導入。グループの事業遂行力と環境技術によ

り、非建材事業の強化や海外への事業展開などで

事業領域の拡充を目指している。

　同社は、基幹業務の情報化のスタート当初から

ホストコンピュータを活用し、現在はIBM社製の

中型メインフレームに、3rdベンダーのディスクア

レイを組み合わせて運用している。

　一方、データバックアップにおいては、頻繁にア

クセスすることのないデータを長期的に保存する

という目的から、コストパフォーマンスが高く可搬

性・保管性に優れたテープ媒体を活用。IBMの

に迫り、このままテープを運用し続けるかを含め、

さまざまな選択肢を検討した結果、仮想テープラ

イブラリへの移行を決断しました」

　データをディスクに保存する仮想テープライブ

ラリならテープの劣化によるデータ損失もなく、

データの保全・保護の確率が格段に向上する。将

来的にホストのダウンサイジングも視野に入れて

いるという工口氏は、仮想テープライブラリを導

入することでメカニカルトラブルやメディアエ

ラーを回避し、カートリッジテープの入れ替えな

どの人的な作業負担や時間を大幅に軽減できる

と判断したという。

　しかし、テープ運用を前提に長年作り込まれて

きたホストコンピュータのバックアップ業務を変え

ることは容易ではなく、場合によってはヒューマン

エラーも招きやすい。そこでコンタクトをとったの

がソリューションプロバイダーであるCLCだった。

　CLCは、まず三協立山から統計情報を入手し

て、仮想テープライブラリによるバックアップを

前提としたアセスメントを実施。その結果、IBM

メインフレーム向け仮想テープライブラリ「EMC 

DLm2000」（以下、DLm2000）と、DTS Software

のテープ移行支援ツールDCC（DLm Control 

Center）の組み合わせをベストプラクティスとし

て提案した。

　情報システム統括室 システム企画部 運用課 主

事で、仮想テープライブラリ移行プロジェクトの

リーダーを務めた今泉嘉幸氏は次のように振り返

る。「信頼性、運用容易性、導入費用、ランニングコ

ストを総合的に判断した結果、CLCが推奨する通

りDLm2000の活用によるメリットが高いと判断

しました。また、データの移行を支援するDCCを

介在させることにより、ボリューム名をDLm2000

に直接コピーできるので、2500本の保管テープ

データを移行する際に役立てられると感じました」

　2012年10月にDLm2000とDCCの採用が正

式決定した。テープからの移行において、特に

DCCの存在が大きかったと今泉氏はいう。「デー

タのコピー処理が迅速で、わずか1ヶ月間で2500

本の保管テープのデータを全て移行し、テープが

古く諦めかけたものでも全て読み出すことができ

ました。何より、JCL（ジョブ制御言語）を変更せ

ずにDLm2000の運用に移行し、トラブルもなく

本番運用を迎えることができたことは大きなメ

リットでした」

　また、バックアップ処理が何らかの原因でア

ベンド（異常終了）した場合、リラン（再実行）に時

間がかかるなど、夜間担当オペレータの負担も大

きい。そのため、CLCはその最大の原因である

DASD（ディスク装置）スペース不足のx37アベン

ドを自動的に回避する「STOP-X37EX」も併せて

提案した。

　「STOP-X37EXの有効性は以前から認識して

いましたが、夜間バッチ作業を担当するオペレー

タの負担を可能な限り抑えたかったので、今回思

い切って導入を決意しました」（今泉氏）

　2013年1月に本番運用がスタート。現在は、

ホストのディスクアレイからDLm2000へのバッ

クアップが行われるようになり、夜間のバッチ処

理の工数が大幅に削減したことで、オペレータの

作業負担も軽減。バックアップの高速化と安定化

に大きく貢献している。

　また、最終バックアップデータのみテープ媒体

を残して金庫保管する、Disk to Disk to Tape

バックアップが実現。バックアップデータとして

保管するカートリッジテープの本数も2500本か

ら約20本にまで削減することが可能になった。

　「仮想テープ装置を導入したことにより、毎日

数時間かかっていたテープ交換・入出庫作業が不

要になるなど、長年の課題であった夜間のテープ

オペレーションを削減するとともに、バックアッ

プ時間が3分の1ないしは6分の1程度にまで削

減しています」という今泉氏は、運用コストの大

幅な圧縮も期待している。

　さらに、今回は開発部門での評価が高いという。

クライアントからの問い合わせに応じて過去の設

計データへの照会が必要な場合、テープ運用で

は丸1日かかっていたものが、DLm2000では2

～3時間で終了し、作業効率が格段に向上。サー

ビスレベルの向上につながっている。

　「仮想テープライブラリへの移行プロジェクト

において、CLCのようにホストコンピュータを熟

知し、知見も豊富なベンダーは貴重な存在です。

その点で、当社は幸運でした」と述べる工口氏は、

今後の取り組みについて次のような方向性を示す。

　「当社にとって、DLm2000とDCCの組み合わ

せがベストであったことは間違いありません。こ

れを先駆けとして、将来的にはバックアップの無

人運用や災害復旧のための遠隔地バックアップ

運用など、さらなる運用の効率化と事業継続の強

化に向けて取り組むつもりです」

　今後、三協立山は、アプリケーションの統廃合

やホストのダウンサイジング、BCPなどに取り組

んでいくという。それゆえ工口氏と今泉氏は、運

用管理分野のエキスパートであるCLCの課題解

決型提案に対しより一層の期待を寄せている。

テープドライブとカートリッジテープで重要な

データを保存していた。

　具体的には、システム障害に備えて、バッチ処理

の中間時と完了時で基幹主要データをテープ装置

に採取する、Disk to Tapeによるバックアップの

実施である。しかし、夜間のバッチ処理で大量の

データバックアップが発生するため、ホストを管理

する協力会社のオペレータが交代で、明け方まで

処理や機器の監視作業を行う必要があるほか、1

日に100本のテープ交換作業も発生するなど、夜

間のオペレーションが大きな負担となっていた。

　また、最終バックアップのテープのみ金庫保管

を行っているが、その総数も50本に達し、保管ス

ペースを圧迫している上に、テープドライブの故障

率やカートリッジテープのI/Oエラー率も高く、

バックアップ作業が頻繁に中断することが大きな

悩みとなっていた。

　「物理テープでのバックアップ運用が、業務のボ

トルネックになっていました」と語るのは、情報シ

ステム統括室 システム企画部 部長の工口祥実氏

だ。「テープドライブ装置の保守切れも2012年末

導 入 事 例

● 日々のテープバックアップオペレーションが負担
● バックアップのテープ保管が金庫スペースを圧迫
● テープ媒体のトラブルでバックアップ作業が頻繁に中断

After
● テープオペレーションを削減しオペレータの負担を軽減
● バックアップテープを2500本から20本に削減
● 仮想テープライブラリに移行しバックアップの高速化と安定化を実現

三協立山アルミ株式会社と三協マテリアル株式会
社、およびタテヤマアドバンス株式会社が2012年
6月に統合し誕生した三協立山株式会社は、三協
アルミ社、三協マテリアル社、タテヤマアドバンス
社の3つの社内カンパニーを柱に、ビル・住宅・エ
クステリアの建材事業、アルミやマグネシウムの鋳
造・押し出し加工を行うマテリアル事業、店舗用汎
用陳列什器・看板などの製造販売を行う商業施設
事業を行っている。
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三協立山株式会社

ホストのテープバックアップを仮想テープライブラリに移行

テープオペレーションを削減しオペレータの作業負担を大幅に軽減

バックアップの高速化と安定化にも大きく貢献

日々のオペレーションと
テープ媒体のトラブルが課題

物理テープ運用のボトルネック
仮想テープライブラリへの移行で解消

三協立山株式会社 様

● EMC DLm2000 ● DCC（DLm Control Center） ● STOP-X37EX導入製品

こうぐち よしのり

いまいずみ よしゆき



　富山県高岡市に本社を構える三協立山株式会

社（以下、三協立山）は、創業以来半世紀以上の長

きにわたり、アルミサッシなどを主としたビル・住

宅の建材やエクステリア建材のほか、アルミニウ

ムやマグネシウムの鋳造・加工、店舗用汎用陳列

什器などを手掛け、日本のアルミ業界大手3社の

一角として発展してきた。2012年のグループ再編

により、三協アルミ社（建材事業）、三協マテリア

ル社（マテリアル事業）、タテヤマアドバンス社（商

業施設事業）の3つのセグメントで社内カンパニー

制を導入。グループの事業遂行力と環境技術によ

り、非建材事業の強化や海外への事業展開などで

事業領域の拡充を目指している。

　同社は、基幹業務の情報化のスタート当初から

ホストコンピュータを活用し、現在はIBM社製の

中型メインフレームに、3rdベンダーのディスクア

レイを組み合わせて運用している。

　一方、データバックアップにおいては、頻繁にア

クセスすることのないデータを長期的に保存する

という目的から、コストパフォーマンスが高く可搬

性・保管性に優れたテープ媒体を活用。IBMの

に迫り、このままテープを運用し続けるかを含め、

さまざまな選択肢を検討した結果、仮想テープラ

イブラリへの移行を決断しました」

　データをディスクに保存する仮想テープライブ

ラリならテープの劣化によるデータ損失もなく、

データの保全・保護の確率が格段に向上する。将

来的にホストのダウンサイジングも視野に入れて

いるという工口氏は、仮想テープライブラリを導

入することでメカニカルトラブルやメディアエ

ラーを回避し、カートリッジテープの入れ替えな

どの人的な作業負担や時間を大幅に軽減できる

と判断したという。

　しかし、テープ運用を前提に長年作り込まれて

きたホストコンピュータのバックアップ業務を変え

ることは容易ではなく、場合によってはヒューマン

エラーも招きやすい。そこでコンタクトをとったの

がソリューションプロバイダーであるCLCだった。

　CLCは、まず三協立山から統計情報を入手し

て、仮想テープライブラリによるバックアップを

前提としたアセスメントを実施。その結果、IBM

メインフレーム向け仮想テープライブラリ「EMC 

DLm2000」（以下、DLm2000）と、DTS Software

のテープ移行支援ツールDCC（DLm Control 

Center）の組み合わせをベストプラクティスとし

て提案した。

　情報システム統括室 システム企画部 運用課 主

事で、仮想テープライブラリ移行プロジェクトの

リーダーを務めた今泉嘉幸氏は次のように振り返

る。「信頼性、運用容易性、導入費用、ランニングコ

ストを総合的に判断した結果、CLCが推奨する通

りDLm2000の活用によるメリットが高いと判断

しました。また、データの移行を支援するDCCを

介在させることにより、ボリューム名をDLm2000

に直接コピーできるので、2500本の保管テープ

データを移行する際に役立てられると感じました」

　2012年10月にDLm2000とDCCの採用が正

式決定した。テープからの移行において、特に

DCCの存在が大きかったと今泉氏はいう。「デー

タのコピー処理が迅速で、わずか1ヶ月間で2500

本の保管テープのデータを全て移行し、テープが

古く諦めかけたものでも全て読み出すことができ

ました。何より、JCL（ジョブ制御言語）を変更せ

ずにDLm2000の運用に移行し、トラブルもなく

本番運用を迎えることができたことは大きなメ

リットでした」

　また、バックアップ処理が何らかの原因でア

ベンド（異常終了）した場合、リラン（再実行）に時

間がかかるなど、夜間担当オペレータの負担も大

きい。そのため、CLCはその最大の原因である

DASD（ディスク装置）スペース不足のx37アベン

ドを自動的に回避する「STOP-X37EX」も併せて

提案した。

　「STOP-X37EXの有効性は以前から認識して

いましたが、夜間バッチ作業を担当するオペレー

タの負担を可能な限り抑えたかったので、今回思

い切って導入を決意しました」（今泉氏）

　2013年1月に本番運用がスタート。現在は、

ホストのディスクアレイからDLm2000へのバッ

クアップが行われるようになり、夜間のバッチ処

理の工数が大幅に削減したことで、オペレータの

作業負担も軽減。バックアップの高速化と安定化

に大きく貢献している。

　また、最終バックアップデータのみテープ媒体

を残して金庫保管する、Disk to Disk to Tape

バックアップが実現。バックアップデータとして

保管するカートリッジテープの本数も2500本か

ら約20本にまで削減することが可能になった。

　「仮想テープ装置を導入したことにより、毎日

数時間かかっていたテープ交換・入出庫作業が不

要になるなど、長年の課題であった夜間のテープ

オペレーションを削減するとともに、バックアッ

プ時間が3分の1ないしは6分の1程度にまで削

減しています」という今泉氏は、運用コストの大

幅な圧縮も期待している。

　さらに、今回は開発部門での評価が高いという。

クライアントからの問い合わせに応じて過去の設

計データへの照会が必要な場合、テープ運用で

は丸1日かかっていたものが、DLm2000では2

～3時間で終了し、作業効率が格段に向上。サー

ビスレベルの向上につながっている。

　「仮想テープライブラリへの移行プロジェクト

において、CLCのようにホストコンピュータを熟

知し、知見も豊富なベンダーは貴重な存在です。

その点で、当社は幸運でした」と述べる工口氏は、

今後の取り組みについて次のような方向性を示す。

　「当社にとって、DLm2000とDCCの組み合わ

せがベストであったことは間違いありません。こ

れを先駆けとして、将来的にはバックアップの無

人運用や災害復旧のための遠隔地バックアップ

運用など、さらなる運用の効率化と事業継続の強

化に向けて取り組むつもりです」

　今後、三協立山は、アプリケーションの統廃合

やホストのダウンサイジング、BCPなどに取り組

んでいくという。それゆえ工口氏と今泉氏は、運

用管理分野のエキスパートであるCLCの課題解

決型提案に対しより一層の期待を寄せている。

テープドライブとカートリッジテープで重要な

データを保存していた。

　具体的には、システム障害に備えて、バッチ処理

の中間時と完了時で基幹主要データをテープ装置

に採取する、Disk to Tapeによるバックアップの

実施である。しかし、夜間のバッチ処理で大量の

データバックアップが発生するため、ホストを管理

する協力会社のオペレータが交代で、明け方まで

処理や機器の監視作業を行う必要があるほか、1

日に100本のテープ交換作業も発生するなど、夜

間のオペレーションが大きな負担となっていた。

　また、最終バックアップのテープのみ金庫保管

を行っているが、その総数も50本に達し、保管ス

ペースを圧迫している上に、テープドライブの故障

率やカートリッジテープのI/Oエラー率も高く、

バックアップ作業が頻繁に中断することが大きな

悩みとなっていた。

　「物理テープでのバックアップ運用が、業務のボ

トルネックになっていました」と語るのは、情報シ

ステム統括室 システム企画部 部長の工口祥実氏

だ。「テープドライブ装置の保守切れも2012年末

Case Study 導 入 事 例

オペレータの負担軽減に向け
x37アベンド回避ツールを導入

夜間のテープ管理作業を削減し
バックアップ処理の時間も大幅削減

● 本社
〒163-0724 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル24階
TEL：03-3344-2211  FAX：03-3344-2210

● 西日本事業所
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階
TEL：06-7222-3723  FAX：06-7222-3701 2013.06

http://www.clc.co.jp/

三協立山株式会社 様

DLm2000とDCCを併用することで、実テープ運用から仮想テープ運用への移行を容易に実現し、夜間の

テープバックアップ業務からオペレータを解放。また、将来の無人化運用や、DR（災害復旧）／BCP（事業

継続計画）の実現に向けた遠隔地でのバックアップ運用の先駆けとした。

夜間オペーレータ

日中の業務担当

処理や機器の
監視作業

日 中夜 間

基幹主要データの
バックアップ（Disk to Disk）

IBMホスト

遠隔地バックアップ
（将来）

無人運用化
（将来）

テープの
金庫保管

IBMホスト用仮想テープ装置

※記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。


