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昨今のコンピュータ技術の進歩はめざましく、真空
管の世代からトランジスタ、IC、LSIへと発展し、さら
に超 LSIの時代に進もうとしている。これら回路素子
技術の進歩に加え、コンピュータ・アーキテクチャの
進歩が、いわゆる“グロッシュの法則”を生み、コン
ピュータ・ネットワーク等の思想をはらみながらも、
コンピュータは着実に大形化の傾向をたどっている。
一方、経済構造の大規模化、情報活動の活発化が刺激
となり、オペレーションズ・リサーチ、システム工学
等の経営科学も急速な発展をみせている。
このような動きを受けてコンピュータの利用は、事
務データ等の事後処理から企業経営上の定型的意志決
定、企業活動のコントロールヘと進んでいる。さらに、
コンピュータを利用した経営科学“経営情報システム
（MIS）”の概念が確立されるに至りコンピュータ、特に
データ通信システムは企業経営上の意志決定に中枢的
役割を担いつつあり、加えてオンライン・リアルタイ
ムによる企業活動の全社的コントロールと相俟って、
企業活動そのものとさえ言えるようになってきている。
このため、コンピュータが事務データ等の事後処理に
利用されていたときにはさほど問題とならなかった“障
害”も、上記のような利用形態の変遷に従い、時には
企業の存立を危うくするほど大きな影響をもつように
なってきた。
データ通信システムは図 1に示すように、端末装置、
回線、ハードウェア、ソフトウェア、保守運転者、利
用者およびこれらを取り巻く各種環境設備よりなる総

合システムである。これらシステムを構成する各要素
を信頼性の観点から見るとき、たとえばハードウェア、
ソフトウェア、保守運転者等にはそれぞれ故障、バグ、
誤操作等の障害原因が付随しており、これらを完全に
除去することは不可能である。このため、データ通信
システムは必ず障害が発生するものであると考えてか
かる必要があろう。もちろん、各種構成素子の信頼性
の向上、冗長設計によるシステム信頼性の向上等の諸
対策が試みられているが、これらはシステムの経済性
と相反の関係にあるため、両者のバランスをいかにと
るかがシステム設計上の大きな課題となっている。ま
た、完成したシステムの過誤のない円滑な運転・運用
をいかに図るかも、保守・運転面での大きな課題である。
データ通信システムはその機能、システム構成、要

求される信頼性等がシステムによりまちまちであるた
め、上記課題にたいする具体的解決策もシステムによ
り異なるものである。しかし、その具現には 1つの基
本的考え方が存在する。これを保守・運転面を中心に
みたばあい、①障害発生の防止、②迅速な回復措置が

障害対策の基本的な考え方
●東 千昭／電電公社 保全局 電信データ通信課長
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図 1　データ通信システムの構成
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障害対策の基本的な考え方

その骨子となろう。
従来、システムの信頼性の向上等に関する設計上の
配慮方法等については、本誌をはじめ多数の文献で明
らかであるので、本稿ではデータ通信システムを対象
にこれを保全作業の面から把え、ごく実戦的な観点か
らその基本的な考え方を述べることとする。

障害対策の第1課題は、障害を起こさないことである。
このため、設計面では主要装置、主要ファイルの 2重
化を図る等の配意をおこなうが、保守・運転面から要
求されることは、大要次の事項であろう。

（１）障害管理
装置等の故障はランダムに発生しているように見え
ても、詳細に分析するとある程度の規則性を有してい
ることが多い。また、故障する前にはなんらかの前兆
を示すものもある。このため、過去のデータを分析す
ることにより、事前に保守アクションを実施し、故障
の発生を未然に防止することが必要である。
たとえば、磁気ディスク・パック装置について、シー
ク・エラー・メッセージが出たばあい、またはポジショ
ナ・カウンタ指数が一定値を超えたばあい、保守アク
ションをとることにより故障の発生を 1/3にしたこと
等はその好例であろう。

（２）定期試験・点検
一定の周期でシステムを試験・点検することは、障
害の発生防止に有効である。定期試験、特にテスト・
プログラムによる試験については論理部にたいしては
効果が少ないとの意見もあるが、時間の経過に従って
劣化するものについては故障前に不良部分の検出が可
能であるため、運転開始前等には必ずこれを実行し、
システムに異常のないことを確認することが肝要であ
ろう。

（３）プログラム修正・変更の簡易化
プログラム誤りは作成時より存在するものもあるが、
サービス開始後のプログラム変更等により発生する

ケースも少なくない。しかし、このような誤りは、
①プログラム・ロジックの簡明化
②変更の予想される部分、たとえば回線テーブル等は
プログラム構成上他の部分と明確に区分する

③定型的な変更については、変更データ誤り等にたい
するガードをもった変更用のツールを用意する

等により、かなり防止できるものである。
（４）保守・運転者の技能向上
ハードウェア、ソフトウェアに比べれば少ないが、

保守・運転者の誤操作によっても障害は発生する。こ
のため、保守・運転者のシステムにたいする理解を深め、
かつ操作の習熟を図ることも障害発生の防止に有効で
ある。また、ドキュメントの整備、職場における研究、
討論の場を作ること等により保守・運転者が自ら技能
の向上が図れる職場環境とすることも重要である。
なお、保守・運転者の技能向上の重要性は障害発生

の防止のみではなく、むしろ障害発生時の対応に特に
重要である。

（５）障害事例のフィードバック
長いシステム運転の過程では、ある程度の経験を経

たあとでも、障害対策上の過誤失敗を起こすことがあ
る。このばあい、失敗の中から教訓を得、同種の過誤
を 2度と繰り返さぬ心構え、いわば“禍を転じて福と
なす”の精神が必要である。また自システムの障害だ
けでなく、他システムの事例にも十分な注意を払い、
障害事例集の作成等、これらを戦訓として活かす措置
が肝要である。

障害対策上の第 1の課題は障害を起こさぬことであ
るが、発生してしまったとき、まず心がけねばならな
いことは障害の迅速な回復である。一般には、たとえ
ば Aの障害が生じたときは a措置を、Bの障害が生じ
たときは b措置をと、障害態様に応じてその対処策が
あらかじめ用意されている。このように対処策の明確
になっている障害が発生したばあい、迅速に誤りなく
定められたとおりの措置がおこなわれている限りにお

1　障害発生の防止

2　迅速な回復措置
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いては、いわゆる“予定の行動”であり特段の問題は
ない。問題となるのは障害発生頻度が当初の想定範囲
を超えているばあいや、予定の対処策によっても回復
に要する時間が当初の予定を大きく上回わるばあい、
また対処策等が確立していない障害が発生したばあい
であり、システム運転の過程では必ずこのような事態
に遭遇することが通例である。
システム障害を卑近にたとえれば、ボクシングにお
けるダウンである。このばあいの対処に関しての基本
的な考え方は、ノック・アウトにならないこと、つま
りカウント・アウトになる前に立ち上がることである。
以下に、迅速な回復に有効と思われるいくつかの措置
を紹介することとする。

（１）障害時における基本動作の確立
障害回復に必要な一連の措置はその場限りのもので
あってはならない。障害発生時、対策等先の見通しが
不明な状態において勘に頼っていたずらに回復措置を
とることは、あるときは勘が的中し迅速な回復ができ

たとしても、一般には手戻り等無用の混乱を招き、長
い目でみると障害回復時間を遅らせることになる。障
害発生時には、その状況から打つべき対策を正確に判
断することが重要である。このため、判断過程を明確
にしておくとともに、あらかじめ定められた基本動作
を忠実に履行することが結局は障害時間の短縮に結び
つくこととなる。なお、判断過程の一例を示せば図 2
のとおりである。

（２）責任の明確化と演習の励行
障害が発生したとき、早急な回復を急ぐあまり方向

の違ったいくつかの指示の発出、保守・運転者の作業
の重複等により、連繫動作に乱れの生じる恐れがある。
このため、障害回復にあたっての指揮責任者、保守・
運転者の担務等をあらかじめ、明確にしておくことが
大切である。また、一定の周期による障害回復演習の
励行も有効である。障害時における回復処理体制の例
を図 3に示す。

（３）回復の準備
障害発生時、回復の準備が整っておれば、迅速な回

復がおこなえる。たとえば、ファイルの破壊、ドラム
の故障等具体的な障害事例に対応した回復措置の準備
の豊富さが、障害回復時間の短縮に大きな影響を与え
る。この準備は、設計段階におけるもののみでなく、サー
ビス開始後も保守運転の経験等により逐次追加してい
くことが大切である。また、プログラムのレベル・アッ
プによりソフト障害の発生することがある。このため、
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図 2　障害受付・修理の手順 図 3　障害時の回復処理体制の一例
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レベル・アップド・プログラムを初めて使用する際には、
障害に備え旧ファイル、プログラム等をあらかじめ準
備しておくことにより障害時の回復を早めることがで
きる。これは一例であるが、すべてにおいてこのよう
な注意を払うことが回復の迅速化につながるものであ
ると言えよう。

（４）長時間障害原因の改善
一般的には、回復プログラムのバグ、エラー・メッセー
ジの不備等が長時間障害の原因となるばあいが多い。
回復プログラムにバグがあると当然のことながら 2重
障害の発生となり、エラー・メッセージに不備があると、
回復措置を誤ることとなる。このため回復プログラム
について、作成時に十分なデバッグをおこなうことは
もちろんのこと、プログラム変更時に回復プログラム
ヘの影響に見落しがないか等十分にチェックし、かつ
実験を経る必要がある。
レア・ケースな障害には、往々にしてメッセージの
不備なことが多い。このような障害には、トランザク
ション・ナンバ、カウンタ類の内容など、通常のメッセー
ジ以上の情報を付加するよう設計時に工夫することが
大切である。

（５）障害の早期検出
障害は、発生と同時にシステム動作が停止する等、
一見してただちにその発生が判明できるものばかりで
はない。このため、障害の早期検出が重要となる。障
害の検出は通常、ハードウェアとソフトウェアが互い
に補間し合いながらおこなわれる。しかし、ハードウェ
ア、ソフトウェアでは技術的に困難なもの、また不経
済なものがあるため、これを保守・運転者、利用者が
カバーし、全体として検出漏れのないよう配意する必
要がある。たとえば、四則演算回路等ハード的に誤り
検出回路がない部分（最近のコンピュータには付加さ
れているものがある）に故障が生じたばあい、直ちに
発見することは困難である。しかし、これらの場合の
影響は、かなり大きなものと考えねばならない。この
ため OSの管理下で一定時分ごとにテスト・プログラム
を走行させる等の方法がとられている。

（６）システム統制機能
データ通信システムは、前にも述べたごとく各種要

素よりなる総合システムである。したがって障害発生
時の措置は、システムを構成する各要素を全体として 1
つにまとめた連繫動作によることが必要であり、シス
テムを一元的に統制するシステム統制機能が必要とな
る。このため、センタには各端末からの障害ないし苦
情受付設備や試験設備、一斉指令設備等が設置されて
いる。また、自動車登録車検システム（運輸省）では
センタの HOST・CPU結合用の IMP（J‒3095）を利用
して問題回線のモニタリングや罹障端末のフォルト・
パッケージ・ロケーティングをおこない効果をあげて
いる（LATTS）が、これもシステム統制機能の一部と
言えよう。一般に、センタ障害時等は端末等にたいす
る連絡が不十分なため、無用の混乱を招き 2次障害の
発生の因となるばあいもあるので、通常からシステム
統制機能を十分整備して、非常時にシステマティック
な措置のとれるよう準備しておく必要がある。この統
制の例を示せば図 4のとおりである。
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これまでは障害対策の基本的考え方について述べて
きたが、最後にデータ通信システムの情報保護対策に
ついて述べる。
天災やビル火災のほか、一連の企業爆破事件等を体
験した現在、これからのデータ通信システムは、従来
言われてきた RAS技術だけでは不十分であり、これに
加えるに ISすなわち RASIS（Reliability、Availability、
Serviceability、Integrity、Security）の配慮が必要であ
ろう。情報保護対策を進めるにあたって、重要と思わ
れる対策について 2 ～ 3述べることとする。

（１）情報の維持（Integrity）対策
世界有数の地震国であるわが国は、データ通信シス
テムについても、十分な耐震策を講じておく必要があ
る。装置を床の上におくだけでは地震の際、装置の滑り、
移動、衝突、転倒をまねく。耐震対策として種々の工
法が考えられているが、コンクリート床にボルトで固
定した支柱で装置を直接固定する方式が一般的である。
防火対策については、コンピュータ室を耐火構造にす
ること、炭酸ガス、ハロン・ガス等の消火設備を設置
することの他に、被災時にシステムの復元に必要な重
要ファイル類は耐火金庫に保管するとともに、ドキュ
メント類も含め、分散 2重保管することも忘れてはな
らない重要事項である。また、データ通信システムが
社会活動に不可欠な存在となっていることを考え、
万一、センタが焼失したばあいの措置も十分に検討し
ておかなければならない。
災害時にまず考えなければならないことは「迅速な
復旧」である。そのためには、事前の措置計画が図ら
れていなければならないが、少なくとも次の事項につ
いての検討が必要である。
①最小限の機器構成の把握：最小限のサービスを継続
していくために必要な最小限の機器構成表をあらか
じめ準備しておく。
②救済センタの確保：被災センタの建物の復旧に長時

間を要するばあいなどのため、あらかじめ代替セン
タなどを想定しておく必要がある。このばあい、空
調機、電源設備の確保にも留意しなければならない。

③復旧要員の確保：「迅速な復旧」にはぜひとも経験者
を確保する必要があるので、当該システムの、特に
ソフトウェア設計に従事した職員のリスト作りも忘
れてはならない。

（２）秘密の確保（Security）対策
コンピュータ室の入室管理を厳重におこなうため、入

室管理責任者を明確にし、許可を受けない者は物理的に
入れないように電子ロック扉等を設置する必要がある。
また、データ通信サービスの拡大に伴い記録媒体も増加
するので、管理体制の充実を図らねばならない。
①責任体制の確立と自主監査の励行：記録媒体の管理
にあたって、自主監査を励行し、その管理責任を明
確にする。

②重要度別管理の採用：データ通信センタが保有する数
千巻から数万巻の磁気テープに記録されている内容に
は、高度の情報保護を必要とするものと、必ずしもそ
の必要のないものとがあるので、情報保護の面から重
み付けをおこない、効率的な管理をおこなう。

③情報の保存量の適正化：原簿の維持等業務上の必要
性から、記録された内容を一定期間保存する必要が
あるが、その必要保存期間、内容の重複について十
分検討を加え、必要最小限のものとすることが大切
である。
その他、ファイル保管庫への入室制限やドキュメン

ト、入出力資料の管理を厳重にすることも大切である。
最後に何よりも一番大切なのは、職員の秘密の確保に
関する意識と責任感の向上である。

データ通信システムの適用や利用の分野は、今後も
一層拡まるであろうし、ハードウェア、ソフトウェア
とも世代を経るに従って進歩し、さらに信頼性の高い
ものとなるであろう。しかし、いかに自己修復機能等
の秀れたシステムが開発されても、最終的にはマン・

3　情報保護対策

おわりに
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システムが複雑・高度になればなるだけ、障害の及
ぼす影響は大きくなる。システムの機能停止は、企業内・
企業外に多くの損害を与えるようになるからである。
したがって最近の大規模システムでは、障害をいかに
少なくするか、また不幸にして障害が起こったばあい
にいかに早く機能を回復するかという点に重点がおか
れてシステムの開発がなされている。
障害対策はシステムの形態・目的・規模などによっ
て重点のおき方が違っているが、次の3つの面がある 1）。
①システム・ダウンを防止すること（障害の件数を減

少すること）
連続的に
3 3 3 3

実行することに意味のあるシステム、たと
えばプロセス制御システム、航空交通管制システム等
では、システム・ダウンは許されない。プロセス制御
システムが数秒間以上その機能を停止すると、生産過
程で爆発が発生したり、コスト的に大損害を招くであ
ろう。このようなシステムでは、障害をできるだけ起
こさないこと、すなわち平均故障間隔（MTBF：Mean 

Time Between Failure）を大きくすることを主体に対策

がとられる。
②できるだけ早く機能の回復をおこなうこと
多くの事務用オンライン・システムでは、障害が長

く続かない限り 1日に 1 ～ 2回の障害があってもシス
テム運用にそれほど支障はない。このようなシステム
では、障害の平均修復時間（MTTR：Mean Time To 

Repair）を小さくすることを主体に対策がとられる。
③データの保護
システムの主要目的がデータ・ベースの完全さにあ

るようなシステムでは、障害対策はデータ破壊の防止
を主体におこなわれる。
ハードウェア、ソフトウェアの対策は上記 3つの点

について、必要な経費とそれから得られる効果とのバ
ランスを考慮して決定される。

システム障害の原因は、次のように分類することが
できる。

（１）中央装置のハードウェアによる原因
これには処理装置の誤動作、内部記憶装置の誤動作、

マシン・インタフェース等に調和のとれたシステムの
建設が、特に障害対策の面からは望まれよう。元来、
障害対策には攻めの一面と守りの一面がある。定めら
れた予防措置の完全な遂行の他、保守・運転の経験の
中からシステム信頼性向上のための諸方法、教訓を見
い出し、その知識・経験の集積活用を図るいわゆる“守
りの保守”への努力はもちろんであるが、一方設計担
当と連携を緊密にして積極的・計画的にリカバリ・ツー

ルの開発等、システム・リファインに注意をつくし、“攻
めの保守”を強化することも障害対策として肝要事で
あろう。
本稿は、保守・運用面にたって実戦的にと考えたが、

一般論的に述べたため、事例に乏しい憾みもあるので、
具体例等については他の諸稿によっていただくことと
したい。

ハードウェア・ソフトウェア上の対策
●関 栄四郎／国鉄・技術研究所 システム研究室 主任研究員

はじめに

1　障害の一般的原因
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周辺装置の故障がある。
処理装置が命令を正しく実行しないことがときどき
あるが、これは多くのばあい致命的である（ソフトウェ
アによるバック・アップ機への切替え、オペレータと
の通信などをする余地がない）。
内部記憶装置は、現在の大部分のコンピュータが各
語または各バイトにたいしてパリティ・ビットをもっ
ており、それにより誤りの大部分を発見することが可
能である。
周辺装置の故障は、断続的・一時的なものが多い。テー
プ上の小さなほこり

3 3 3

、読み書きヘッド上の酸化物、ディ
スク表面上のきず

3 3

などによるものである。これらは入
出力を再実行することにより、大部分のばあいエラー
は解消してしまう。繰り返し実行しても駄目なばあい
が障害対策の対象となるが、周辺装置の障害によって
システム全体の機能を止めなければならない場合は少
ない。

（２）端末および回線の障害
オンライン・システムにおいては、回線、端末ある
いはそれに付随するモデムの障害がシステムに与える
影響を考慮する必要がある。1つの端末の故障が、近く
にバック・アップ用の端末がないため、システムにとっ
て重要な入力ができず、システム全体の障害に発展す
ることもあり得る。

（３）オペレータに原因する障害
バッチ・システムのばあいには、コンピュータのオ
ペレータは自分の失敗をジョブの再実行によって（ハー
ドウェアの障害として）隠すことができたが、オンラ
イン・システムではオペレータの誤操作は直ちにわかっ
てしまう。しかしシステムの開始・終了時、障害発生
前後などの複雑な操作手順と、オンライン・システム
の中央オペレータという特殊な環境を考えると、誤操
作が入るのはむしろ当然である。したがって、オペレー
タの選択、教育、訓練に関して留意するとともに、操
作手順も十分に吟味し誤りにくいものにする必要があ
る。また絶対に必要であるばあいを除いては、オペレー
タに判断を求めてはならない。

（４）プログラムの誤り
「完全にデバッグされたプログラムはない」と言われ
るように、プログラムの誤りは常に関係者をおびやか
すものである。特にシステムの稼動後発生するプログ
ラムの誤りは、稀に起こる条件ないしタイミングによ
ることが多いため、原因追求がむずかしい。プログラ
ムの誤りには、全システムに影響を及ぼす重大なもの
と、影響の範囲が小さい軽度のものとがある。

（５）電源障害、空調故障、その他環境条件に原因する
もの
これらはシステムの運営そのものに影響する重要な

ものである。通常のシステムは、定電圧定周波電源装
置をつける。信頼度を重視するシステムでは、無停電
式電源や予備空調機が設置される。地震・火災・デモ
隊の侵入などについては、完全な対策はないであろう。

（６）データ・ベースの漸進的破壊
原因のはっきりしない入出力エラーは、ときどきデー

タ・ベースに問題を発生させる。これはディスクやド
ラムがとくに誤りを表示することなしに悪いレコード
を書き込んでしまったり、入出力チャネルがある文字
を落としてしまったり、あるいはプログラムの小さな
誤りによってファイルの特定のフィールドをたまたま
破壊してしまったようなばあいに発生する。
データ・ベースが大きくなるほど、このようなエラー

は長期間にわたって発見されなくなるので、発見され
たときには正しいデータがなんであったか知るすべが
なくなってしまう。このことを救う解決方法として
「データ・ベース診断プログラム」を作って頻繁にそれ
を走らせるという方法がある。

（７）飽和
オンライン・システムが過負荷状態になって、多くの

端末、多くの割込み、多くのトランザクションを取り扱
うことができなくなった状態を言う。これは過負荷状態
に対応するプログラムを作成しておかなかった時に生ず
るもので、最初から計画しておけばソフトウェアで対応
可能である（端末に対するトラヒック制御等）。飽和は、
システム設計時におけるトラヒックやプログラム走行ス
テップなどに関する見積り誤りによって生ずる。
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（８）神のしわざ―原因不明の障害
不幸にしてかなりの数の障害が適切な分類に入れるこ
とができず、単に「説明不能」としてかたずけられている。
このような障害が多いと対策のたてようがないから、障
害の原因は極力明確にさせることが重要である。

システム設計時の信頼性にたいする考え方は、ハー
ド・ソフトに共通して言えることであるが、次のよう
なものである 2）。
①事故は起こることを前提に考える。
②システム全体に大きな影響を与える機器については、
ハードウェア的にバック・アップを考える。ただし
経済性を十分に考慮して決める。
③サブシステムの増設、変更等がおこなわれても、当
初設計した信頼性が影響されることがないようにす
る（システム拡充にたいする配慮）。
④システム・ダウンのときの処理は、ハード・ソフト
どちらの原因であっても、回復処理は極力同一オペ
レーションとする（オペレータにたいする配慮）。
⑤入力データはミスを発生することを前提に考え、ソ
フトウェアで極力カバーできるようにする（同上）。
IBMの 370シリーズで実用化された RAS＊機能は、
システムの大形化・複雑化するハードウェア内のデー
タ処理上の危険性をハード・ソフトの両面から減少さ
せるための機能であり、エラーの発見・記録・自動車
試行・自動訂正・障害箇所の切離しなどによって、従
来の CPUではシステム・ダウンに直結していたような
障害の多くを事前に抑えるものである 3）。このように
障害対策は、ハード・ソフトの両面から設計されるべ
きである。
ハードウェア上の障害対策としては、上に述べたよ
うな重要機器の予備機の導入、ハードウェア内の主要
回路の多重化、データに特殊な冗長コードを付加する
ことによるデータ誤りの検出および修正などが主なも
のである。

（１）重要機器の予備機の導入（多重化）
CPU、ファイル、端末、回線などすべて障害が起こ

ると重大な結果を招く可能性があるので、システム構
成要素はすべて多重化して予備をもたせるのが理想で
はあるが、経済性と障害の影響度を考慮して多重化機
器を決めるのが通例である。

CPUの多重化については、すでに多くの文献が出て
いるのであらためて詳細に述べることは避け、J.Martin

氏と京大・大野教授の分類を掲げ若干の解説を加える。
J.Martin氏は、CPU2重化の方策として次の 6種類を
掲げた 4）（図 1参照）。
● Tandem
● Satellite and Parent
● Shared File System
● Parallel and Load Sharing
● Duplex
● Twin
これらの方式のいずれにするかは、システムにたい

する要求によるが、信頼度の点でもっともすぐれてい
るのは Twinである。これは 2台のコンピュータが並行
して同一処理をおこない、その結果が不一致のときど

Tanden Satellite and Parent

Shared File System Parallel and Lood Sharing

TwinDuplex

A

B A
B

A B A B

A B A B

●

●

● ●

●

●

図 1　CPU2重化の分類（１）

2　ハードウェアの対策

＊）Reliability, Availability, Serviceability
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ちらか一方にエラーがあることを知るものである。
大野氏は、CPUの 2重化手法として次の 5種類をあ
げた 5）（図 2参照）。
●並列方式（Dual System）
●待機方式（Stand-by System）
●動的待機方式（Dynamic Stand-by System）
●負荷分割方式（Load Share System）
●マルチ・プロセサ方式
並列方式は 2台の CPUで同一の処理をおこない、処
理結果の突き合わせをするもので、J.Martin氏の分類
によると Twinにあたる。待機方式では、待機系は常時
バッチ処理等他の業務をおこなっていて、主系異常時
に主系と切り替える。動的待機方式は、待機系も主系
と常時同じ処理をおこなうが、結果の突き合わせはし
ない。異常時の切替えを早くおこなうためのものであ
る。負荷分割方式は、負荷を量的または機能的に分割
するもので、並列方式あるいは待機方式との組合わせ
も用いられる。マルチ・プロセサ方式は、負荷分割方
式の発展したものと考えてもよい。障害発生時は故障
機器を切り離してサービスの続行が可能である（フェ
イル・ソフト）。
なお 2重化構成の用語のうち、dual、twin、duplex、

stand-byなどの用語はしばしば混同されて使われるが、
dualと twinおよび duplexと stand-byを同意義で用い
るのが一般的である。dualと twinは異なるという説 3）

もある。dualあるいは twinで主系と従系の処理結果を
照合する方法も、タスクが終了するごとにとるもの、
クロックごとに同期をとっていくものなどがあり、照
合方法によってハード・ソフトの構成は異なる。
ファイルの 2重化はごく普通におこなわれる。この

ばあい、同種の媒体に同一のファイルを記録するのが
通常であるが（磁気ディスク同士、あるいは 2本の磁
気テープ）、経済性を考慮して異種の媒体に記録するこ
ともある（ジャーナルを磁気ディスクと磁気テープの
両方にとるといった例）。また厳密にはハードウェアの
2重化と言えないが、障害回復の便を考えて、同一情報
を編集方式（フォーマット）の異なった 2つのファイ
ルに蓄積しておくこともある。
端末や回線を 2重化することも重要である。前述し

たように、1つの端末の近くにバック・アップがなくて、
しかもその端末からシステム全体の運営を左右する入
力がされるようなばあいには、その端末および回線だ
けは少なくとも 2重化する必要がある。
電源装置や空調機の多重化も考慮しなければならな

並列方式（dual)
（主系）

交
換
装
置

通信回線

データ交換チャンネル

ファイル

ファイル（従系）

CPU

CPU

* CCU : 通信制御装置　　例：COMTRAC( 新幹線運転管理　　　　　　　　　　　　　　システム

負荷分割方式（load share)

通信回線

*CCU CPU ファイル

ファイル*CCU CPU

マルチ・プロセサ方式（multi-processor)

*CCU

*CCU

通信回線

CPU

CPU

ファイル

（動作系）

（待機系） 例： SABRE（アメリカン・
　　エアライン社予約システム）

待機方式（stand-by または duplex）

動的待機方式（stand-by または duplex）
　構成は待機方式と同じである。
例： ① アポロの RTCC
　　② 国鉄の郡山ヤード・システム

通信回線

   **MM    **MM    **MM

 ***IOP  ***IOPファイル

*CCU

CPU1 CPU2

   ** MM : 主記憶装置　　*** IOP : 入出力処理装置

●

●

●

●

●

図 2　CPU2重化の分類（2）
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い。電源の多重化については、異なった変電所から受
電できるとより安全であろう。一方を自営電源、他を
電力会社から受電する方法もある。
重要機器の多重化の例として、あるプロセス・コン
トロール・システムを図 3にあげる 6）。
このシステムでは CPUは 2重化して、クロック・レ
ベルでの同期運転をおこない、入出力用のデータ・バ
スは 4系統に分散して、各バスは独立に動作できるよ
うにしている。
なお、ハードウェアの構成要素自体の高信頼度化は、
障害対策の基本である。最近の集積回路技術の発達は
めざましいものがあり、小型化とともに信頼度が格段
に向上している。

（２）主要回路の多重化
主要回路の多重化はすべてのハードウェアについて
おこなわれているが、ここでは CPUのばあいを述べる。
CPUの構成要素の多重化は、古くからおこなわれてい
るが、主として処理効率をあげるために演算装置やレ
ジスタを複数個設置するものであった。最近になって
IBMの 370シリーズでは RAS機能の一環として、CPU

内の主要回路や多数の枝回路を集約する幹回路につい
てはこれを 3重化し、出力端で多数決方式により回路

の破壊あるいは過渡的な障害を未然に防ぐ方法がとら
れている 3）。

（３）冗長コードによるエラー検出および修正
冗長コードの歴史的なものはパリティ・ビットで、通

信回線、CPU内のレジスタや記憶装置などに採用されて
いる。IBM/370では、すべてのデータに特殊な冗長コー
ドを設けて、回路内データ転送と入出力オペレーション
におけるデータ内の任意の 1ビットのエラーの自動訂正
と 2ビットのエラーの検出が可能になっている 3）。
　

（１）ハードウェアの誤動作にたいする対策
ハードウェアの誤動作をソフトウェアで完全に補償

することはできないが、ある種の対策は可能である。
たとえばハードウェアの一時的な誤動作（intermittent 

error）にたいして、ソフトウェアで一定回数再試行さ
せるといったことである。磁気テープ等が読出しエラー
を起こしたばあい、ハードウェアでも 3回程度再試行
するのが普通であるが、さらにソフトウェアで何度か
読ませるという方法である。通信回線の一時的伝送誤
りも何回か該当データを再送するが、中央側からの通
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図 3　プロセス・コントロール・システムの構成の例

3 ソフトウェアの対策
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信のばあいには通信制御プログラムでこれをおこなう
（通信制御装置がハード的におこなうこともある）。
誤りにたいする再試行を一定回数繰り返して成功し
なければ、その誤りがシステムに与える影響度によっ
てシステム・ダウンとするか、一部機能の停止あるい
は一部のユーザのシステム利用の禁止などをソフト
ウェアによりおこなう。ただし、ファイルに書込みエ
ラーが生じたばあいには、そのエリアのみが悪いとい
うばあいを考えて、別のエリアに書込みを試みるのが
普通である。
ハード誤動作の検出は、ハードウェアばかりでなく
ソフトウェアによってもおこなわれている。一群のデー
タ（プログラムでも可）を 2進数の集まりとみてその
2進和をつけ加えておき、ファイルから読み出したとき
など和が正しいかどうか調べる方法（チェックサム）、
あるいは診断プログラムをバックアップ・ジョブとし
て常時または閑散時に流す方法などがある。診断プロ
グラムは、メーカから提供された標準ものをそのまま
用いるばあいと、業務オリエンテッドな疑似データで
診断するばあいとがある。

（２）オペレータの誤操作にたいする対策
中央および端末のオペレータ（あるいはユーザ）の誤
操作を少なくするには、操作手順を単純明快なものにす
るのが第 1であることは前に述べた。システム設計時
に相当よく考えて扱いやすいと思っていても、実際には
意外に扱いにくいことが多いから、オペレータになる人
がはっきりしているばあいにはその意見をあらかじめ
十分に聞く必要がある。オペレータあるいはユーザは、
設計者の推定をはるかに超えた多様な取扱いをするか
ら、誤操作の種類は慎重に考えてすべての誤操作に対応
できるプログラムを作らなければならない。
この他に、オペレータの教育・訓練、操作ドキュメ
ントの整備、障害連絡体制の完備、障害記録の保存な
どが大切である。

（３）ファイル破壊にたいする対策
システムのファイル破壊は致命的である。オンライ
ン・システムあるいはデータ・ベース・システムでは、
ファイル保護のため種々の対策がたてられている。

まずファイルに誤ったデータが書き込まれないよう
に、入力データの正当性のチェックを厳密におこなう。
またマルチ・プログラミングをおこなっているシステ
ムでは、同一のファイル（あるいは同一のレコード）
を 2つのプログラムが同時に更新しようとすると、一
方のプログラムによる更新が無意味になることがある
から、あるプログラムがファイルを更新しているとき、
他のプログラムはそのファイルを更新の目的では読め
ないようにしなければならない。これを通常、ロック・
アンロック機能と呼ぶ（図 4参照）。
図 4の事態を避けるには、プログラム 1が F0を読

み出したときこのファイルにロックをかけてプログラ
ム 2のファイル読出しを禁止し、F1を書き込んだとき
にロックを解けばよい（アンロック）。1つのプログラ
ムが 2つ以上のファイルを続けて更新するばあいには、
2つのプログラムがお互いに相手のプログラムのアン
ロック待ちになって、いわゆるデッドロック状態にな
り処理が進まなくなることがあるので、システム設計
時に注意しなければならない。ロックをかけるエリア
の単位はシステムによってファイル全体のこともある
し、細かくはレコード単位にすることもある。
データ・ベース・システムなどで他のユーザからファ

イルを覗かれたり、壊されたりしては困るばあいには、
自分だけしかわからないキーワードを指定しないと、
ファイル・アクセスができないようにする。

（注 2）
ファイル・
レコード

プログラム 1
のデータ・エリア

プログラム 2
のデータ・エリア

（注 1）

読出し 読出し 読出し 書込み
更新

更新

時間

（注1）この更新は F1の内容にたいしておこなうべきだから無意味である
（注 2）F1の内容が消されてしまう

F0 F0

F0

F0

F1

F1

F2

F2

図 4　ロック・アンロックをおこなわないばあいのファイル破壊
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特集 ： システムの障害対策とその具体例

ハードウェア・ソフトウェア上の対策

（４）ファイル回復とシステム再開
破壊されたファイルを回復するには、2重化ファイル
を利用する方法、一定時間隔でファイルの内容を磁気テー
プ等に保存しておき、その後のファイル更新を再度おこ
なわせて障害直前の状態を再現する方法などがある。
2重化ファイルによる方法とは、ファイルが 2重化
されていてそのうち一方が破壊されたとき、他の正常
なファイルをコピーするものであって、両方とも破壊
されたばあいには適用できない。
一定時間隔で磁気テープ等に保存したファイル内容

（これをサイクリック・ダンプと呼ぶ）を利用する方法
は、確実であるが一般に時間がかかる。このばあい、
破壊直前の状態にファイルを回復する方法が 2つある。
1つは、入力データの記録（ジャーナルまたはトランザ
クション・ファイルと呼ぶ）から全処理を繰り返すも
の（全入力を入れ直してもよい）、他は平常時ファイル
更新の際更新レコードを磁気テープ等に保存しておき
（これをアフタ・イメージあるいはアフタ・ルックと呼
ぶ）、これを利用してファイルを回復するものである（こ
れをオーディット・トレイル法と呼ぶ）。前者はファイ
ル回復時間が後者に比べて長くなるが、後者は平常時
の処理時間が長くなる。
障害からシステムを再開するとき、ファイル回復の他
に重要なのは、障害発生時処理中であったデータ（ある
いはプログラム）の扱いである。システム再開にあたっ
て、処理を途中から続行させるか止めるか（このばあい、
途中まで進んだ処理はもとに戻す‒アボー卜する）のい
ずれかはシステムあるいはデータの性格による。
1つのデータ（あるいはプログラム）が多くのファイ
ルを更新するようなばあいには、処理の進行状態によっ
て続行か退却（このばあい、すでに更新したファイル
の戻しが必要）かを決める必要がある。そのために処
理の進行状況を記録しておく（一般にはファイルを更
新するごとに、それを記録する）。

（５）プログラム・エラーにたいする対策
プログラム・エラーによって、不良出力、データの
破壊、OSの破壊、エンドレス・ループ等の現象が現わ
れる。これらはテストの徹底、確認プログラムの実行、

OSによる時間監視等によって対処せざるを得ない。多
重プログラムを実行しているシステムでは、各プログ
ラム間の微妙なタイミングで思わぬエラーが発生する。
これは一時的なもので再現性が少ないので発見は容易
でない。
プログラム・エラーの原因別件数をあるシステムの

実績でみると、設計不良が全体の 60%、コーディング・
ミスが 20%を占めている 7）。設計不良が半数以上を占
めているということは、設計のむずかしさ、重要性を
示しているといえよう。
最近、ストラクチャード・プログラミング、トップ・

ダウン・アプローチなど新しいシステム開発手法が提
案され、いくつかの実験がおこなわれ成功している 8）。
これらの手法は設計段階を重視しており、開発・保守
にかける人手の縮減を目標としているので、プログラ
ム・エラーの減少に有効であると考えられる。今後新
手法によるシステム開発が増加していくであろう。

以上、ハードウェア、ソフトウェアの障害対策につ
いて述べた。なお、障害対策はオンライン・システム
のほうが格段に複雑なので、主としてオンライン・シ
ステムの障害を意識した。読者の参考に供せられれば
幸いである。
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