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徳島大学における情報システム BCP および
非常時のワイヤレスアクセスラインの整備
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徳島大学は南海トラフ大地震に早急に備えるべき地理条件下にありながら，遅々として情報システム BCP
の対策は進んでいなかった．東日本大震災での教訓を得てこの対策を進める機運は高まり，結果として平成

25 年度末までに情報システムに関する BCP の基盤整備とともに，非常時にも外乱を受けにくいユーザ向けア
クセスラインを整備した．これらの対策は，平時にも活用できる環境となる．本論文では，徳島大学の地理
条件や既存の基盤整備上の BCP に関する解決すべき課題を鑑みた要件定義およびシステム設計について論じ
る．特に，対災害という視点では，単一的な視点で語るべきではなく，総合的な視点が必要であるため，本論
文では多面的なアプローチをとる．
キーワード : 情報システム BCP, 仮想化基盤, 広域無線, 衛星インターネット

A geographical issue of Tokushima University gives the alarm on preparing for expected natural disasters near
Nankai-Trough area. However, the university was slow to act so far according to several problems to be solved.
The impact of the Great East Japan Earthquake in 2011 made us change our mind of the priority for investments
relatively. The university has actually installed and prepared the BCP infrastructure with wireless communication
networks on the whole. This paper describes such integrated environments taking geographical conditions into
account.
KEYWORDS : BCP for Information Systems, Virtualization Infrastructure, Long Distance Wireless LAN,
Satellite Communication
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のである．例えばネットワーク基盤と認証基盤につ

1

はじめに

いては，平時の計画停電中にもサービス提供される

巨大地震への対策は，自治体に限らず，地域の学
術面での中核組織として，各大学でも一定の取り組

ための仕組みが実装されており，本課題は多くの大
学共通的と言える．
大震災時に直接的に被害を被った筑波大学では，

みが行われている [1]．特に，西日本の太平洋沿岸
地域では南海トラフ大地震への対策が求められ，ハ

当時の時系列でのイベントを整理しつつ，情報シス

ザードマップ作成や避難訓練を中心に進んでいる．

テムの依存関係と有事の優先順位の観点で整理して

研究としても，実際に大きな被害が予想される地域

いる [5]．同文献では，電源への対応として，切替

を対象としたシミュレーションや訓練システムの検

器付き分電盤と非常時の電源設備の位置関係につい

討 [2]，非常用のサーバ [3] などの研究も進みつつあ

て注意を払う必要性も述べられている．

る．一方で，情報システムに関しては，大学機能の

このような電力に関する対策と計画は，日常的な

継続上で必要な各種データ管理を担う中心でありな

電力消費の動向を捉えて，その傾向を知ることから

がら，複雑で高コストな対策を要し，遅々として進

始める必要がある．例えば，大阪大学では，震災前

まないこともある．本学でも情報システム BCP の

後の消費電力量について，減少傾向にあることを

計画の内容は，データやシステムの継続性とは少し

データ調査から示している [6]．本学でも施設マネ

観点の異なる防災訓練が中心であった．

ジメント部が，建物単位，組織単位での消費電力の

ここで，東日本大震災やそれ以前から得られた教

詳細なデータを学内公開しており，本センターの

訓を俯瞰し，それに個々の大学固有事情を加味する

BCP 策定時にも参考にできる．

ことで，大学の情報基盤を担う情報系センターにお

(2) ネットワーク・情報基盤運用
次に，直接的な災害の影響が少ない場合であって

ける一定品質の対策の大枠が固まると考える．特
に，電源対策，ネットワーク・コミュニケーション，

も，電力会社等による計画停電の影響を受けること

基盤運用場所，手動運用の可能性，といった観点は，

を考慮する必要もある．埼玉大学では，計画停電の

センター系運用者として中心的な軸である．

対応時には，発電機の燃料枯渇問題に加え，サーバ

そこで本論文では，震災前後で得られた教訓を参

の故障が多発したこともあり，これらを問題意識と

考に，本学の地理的状況などを鑑みて，BCP 検討に

して，同大学ではデータセンターと VPS 利用を実

必要な要件を独自に定義することから始めることと

現した [7]．この中では特に大学構成員間のコミュ

する．さらに，平成 25 年度末までに実現した本学

ニケーション基盤の重要性も示唆されている．な

の対策について，その設計論を整理する．

お，埼玉大学は地理的に１キャンパスに集中してお
り，本学と違ってキャンパス分散化による基幹ネッ

2

大地震に備える既知の問題

2.1

トワークの問題が生じない．

他大学の知見における論点

電力とネットワーク基盤の上位層として優先的に
位置づけられる情報システムサービスは，コミュニ

(1) 電力供給に関する検討
佐賀大学では，情報システム稼働に必要な階層構

ケーション系である．コミュニケーション手段を通

造を整理すると同時にそれらのカテゴリ分けを実施

じて，情報発信，情報受信，当該組織のステークホ

し，災害時に機能させるべきシステムの優先順位を

ルダ間での相互連絡などが行われる．典型的なアプ

考察している [4]．この考察は特に，平時利用して

リケーションには安否確認システムがある．
災害に際しては，刻々と変化する現場の情報が重

いる電源ラインが十分には確保されなかった時に，
どのシステムをどの順番で稼働させ，そのために幾

要であり，前述のようなコミュニケーション手段を

らくらいの電力が必要で，そのために用意する環境

通じた災害状況の把握，それに繋がる情報発信が急

はどうであるか，といった形の文脈で整理されるも

がれる [8]．ところが，組織の保有する（または経

- 100 -

由する上位の）有線系インフラが打撃を受けると，

あって，図 1 上にアイコンで示される 3 つの主要

復旧までの時間を要する．結果として通信手段の確

キャンパスで構成される．それぞれ，南部にある大

保が困難となることは，特に災害初期には深刻な影

学本部のある新蔵キャンパス，医学部歯学部薬学部

響を及ぼしかねない．このため，組織として提供さ

や大学病院の集まる蔵本キャンパス，および工学部

れるインフラやアプリケーションよりもむしろ，一

等のある常三島キャンパスである．徳島市中心部は

般向けの Twitter や Facebook などのソーシャルメ

吉野川水系の最下流域に位置することから，特に蔵

ディアの可能性が注目に値し，それらを活用した

本を除く 2 つのキャンパスでは地震に対しては液状

BCP システムも開発されつつある．しかし，本来

化が予測される．また，常三島キャンパスは，同地

は，大学構成員が日常的に利用しているネットワー

図上を見ると，一級河川吉野川の河口から数 km 上

クそのものやその上のサービスが非常時にも平時と

流ではあるが，河口まで堰もなく，かつ吉野川まで

同様に利用できるよう備えるべきであろう．

1km 足らずの位置にあって海抜も低いため，大き

(3) 運用条件

な津波被害が予想される．さらに，新蔵キャンパス

災害発生時，情報システムの手動操作と自動化の

と蔵本キャンパスの間には，眉山の裾野が遮ってお

境界をどこまで考慮するかについては，信頼性の高

り，相互に視認はできず，有線接続にも常三島キャ

い自動化を極力目指すという姿勢が基本と考える．

ンパスによる中継を要する．大学本部のある新蔵と

全ての要対策サービスを信頼性高い自動化の形で実

病院機能のある蔵本が直接は繋がらないということ

現できるかどうかは，コストやそれに対する効果，

になる．なお，新蔵・常三島間は凡そ 1km ほどの直

および対象の保有リスク（例：通信路上の隘路）な

線距離であるが，常三島・蔵本間は直線距離で 5km

どによって総合的に検討される．

弱程度の距離を有する．

例えば，電源の上流が一系統であれば，そこを分
断された時には，その下流では電力供給が絶たれ
る．電源のみならず，ネットワークについても同
様である．上流のネットワークを集約するのは，セ
キュリティ的にも技術・運用的にも標準的に行われ
るが，その隘路で途絶した際には，ネットワークの
系全体が隘路の先にある通信相手との間で通信がで
きなくなる．また，ネットワークの低層が仮に通信
可能状態にあったとしても，デフォルトとして設定
されている DNS が機能しない状況（サービス自体
図1

が停止または不通）では，エンドユーザ側ではアプ

徳島大学のキャンパスロケーション

リケーション上は通信ができてないように見える，
などの状況もある．

問題 2: 基幹網および電気系統の脆弱性

こうした様々な脅威・脆弱性検討の下で各大学

徳島大学は，上流を SINET とする基幹網をもつ

設計・実装していると考えるが，大学固有の条件に

が，SINET へのインタフェースは，常三島にあり，

よって，その優先度や具体的な実現方法は多様であ

各キャンパスのトラヒックは全て常三島を経由する

る．以下では徳島大学の例を述べる．

トポロジとなっていた．問題 (1) の状況からは，こ
の問題は明確であり，常三島が地理的には地震に対

2.2

徳島大学の情報インフラ・環境の問題

して最も脆弱でありながら，そこに依存したネット

問題 1: 地理的脆弱性

ワークとなっていたのである．

徳島大学は，紀伊水道に面した徳島市中心部に
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さらに，主要な教育・研究の拠点は新蔵 (大学本

部) 以外の 2 つであるが，それらのキャンパスのコ

フォルトの対策とし，必要に応じて外部給電口

アスイッチに対する電気系統にも問題があった．例

を設けておく．また，災害時一定時間稼働する

えば，平時の電気保安上の定期的な停電について，

発電設備を設けることで，切替等での対応困難

蔵本は医療関係組織が多く集まるため，キャンパス

な状況にも備える．

全体での停電という形はとらず，幾つかのブロック

2. ネットワークの堅牢化 (2.1 節 (2), 2.2 節問題

に分かれて実施される．一方で，他の 2 つのキャ

2)：本要件への対策指針としては，セキュリ

ンパスでは，キャンパス一括での停電となる．こう

ティリスクを加味する必要はあるが，可能な限

した事情に加え，前述の通り，ネットワークの基幹

り上流の対外接続は冗長化の上で，複数経路確

が全て常三島に集中するトポロジ上の制約から，蔵

保する．オプションとして，有事に備えては有

本・新蔵キャンパスでは，計画停電時のネットワー

線系だけでなく，無線・衛星通信路の確保，利

クアクセスも常三島の状況に依存し，かつそれぞれ

用方法を予め定めて準備しておくことで，さら

のキャンパス固有の停電事情が加わる．

に堅牢な環境を提供できる．

問題 3: 上位層サービスの提供場所

3. 情報基盤運用の適性化 (2.1 節 (2)(3), 2.2 節問

本学の教育用コンピュータシステムの 2012 年導

題 1, 3)：本要件への対策指針としては，適性な

入においては，ハイブリッドクラウドを特徴とし

運用場所を定める．また，サービス提供機器の

て，オンプレミスとデータセンター利用を適材適所

冗長化は基より，その運用上のリスク低減また

に組み合わせて実現した．しかし，この時点では，

は回避を実施する．例えば，プライマリのサー

スイッチ等のネットワーク機器，大学公式ホーム

ビス機器（DNS や認証サービスなど）に対し

ページサーバや統合認証，DNS，プロクシ等多く

て，セカンダリは別ロケーション，別電源，別

の重要な機器は，買い取りによるものであり，災害

ネットワークなどを加味しておく．

時の BCP/DR に対する買い取り物品の対応も多く

4. コミュニケーション手段の提供 (2.1 節 (2))：本

残されていた．特に，その重要機器の多くが常三島

要件への対策の実装上は，メール，ウェブサー

キャンパスに集中し，幾つかは津波による浸水の恐

ビスを可能な限りクラウド等の組織非依存サー

れのあるフロアで運用されていた．

ビス利用にて検討しておく．全学的なメール
サービスや大学公式 WEB サーバなどで組織内

3

資源を使う必要がある場合には，その運用場所

問題解決への要件定義

が，脆弱な環境・経路・電気等に依存しない実

先に述べた各大学からの報告による知見に加え，

装にて実施する．

前節で述べた本学固有の事情も鑑みて，要件定義を

5. 手動・自動の戦略確定 (2.1 節 (3))：本要件の意

行う．ここでは，具体的な対策手段ではなく，抽象

図としては，特に重要機器はデフォルトでは自

度を高めているが対策を要する要件である．本論文

動運転としておき，それで不具合が出る可能性

では特に，事務系部署と教員主体の情報センターの

のある場合，手動対応の手段を提供することで

所掌が一定の独立性を有する場合を対象とする．す

ある．手動では，災害の発生状況および運用条

なわち，学務，人事給与，財務・経営管理，図書館

件，手順化に依存することに留意する．

などの事務系部署がそのデータ保全を独立運用して
いる場合，情報センター側ではそのインフラ面での

以上の要件を満たすための対策としては，セキュ

運用を主務とし，機能提供するという立場である．

リティマネジメント上は複数の選択（一般には移

1. 情報機器への電源継続供給 (2.1 節 (1), 2.2 節問
題 2)：本要件への対策指針としては，重要機器
への電源供給を２系統以上による自動切替をデ

転，回避，低減と受容）があり，事前のリスク評価
を実施した上で，組織固有の事情や条件，前提等の
検討により次節の実装が決まる．
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威に対する管理策も定められており，評価値はその
管理策に応じて実施する．対災害の観点でこの 34
項目を俯瞰すると，防災カテゴリで 3 項目 (自然災
害，火事等)，故障カテゴリで 6 項目 (停電，電力不
安定，回線損傷等) が直接的に関係し，間接的には
人的要因その他で 1 項目 (スタッフ不足) が本取り
組みに影響を与える可能性がある．各項目につい
図2

て，機密性・完全性・可用性を脆弱性と頻度の項目

リスク評価表の一部

の積として，(C)(I)(A) それぞれのリスク値を算出し

4

その最大値をとる．算出されたリスク値は，本学で

徳島大学における実装・効果

4.1

は一定の閾値との比較により，回避・低減・移転の

要件に対する方針および具体化

操作を要求される．その対策・操作に従って閾値以

本学情報センターが取得して運用している

下になれば，受容という形で対応が進む．

ISMS(ISO27001) 認証規格でも情報システム BCP

このリスク値算出時に表に含まれる脅威と頻度

はその PDCA の対象として謳われている．ISMS

のそれぞれに対して，具体的な対策を講じる．例え

では，最初に情報資産の洗い出し作業ならびに，リ

ば，あるサーバが一般の目に触れやすい場所で運用

スクアセスメントを実施して定期的に対策を見直す

されていたとすれば，それを秘匿・堅牢な場所での

形で PDCA 実装する．

運用に変更すれば，少なくとも発生頻度は下がる

情報センター管理下にある情報システムは，漏れ

（リスク対応的には低減）．それによってリスク値を

なくこのリスクアセスメントの対象となるが，機密

減少させることができる．以上の議論から，前述の

性 (C)・完全性 (I)・可用性 (A) それぞれの視点に対

各要件に対して本学では以下の対策とした．

して大学独自に定めた計算式により，情報・情報シ

(a) ネットワークサービス機能の移転 (要件 3, 4)

ステムの重要度が定まる．なお，文献 [9] に標準的

地理的に脆弱な常三島キャンパスでのサーバ運用

なパタンとして示されている情報の格付けとは，本

から，多くの重要サーバを，堅牢な学外データセン

学は異なる値・方式を採用している．例えば，標準

ターもしくは学内データセンターに移転する．これ

パタンでは，機密性・完全性・可用性はそれぞれ 3,

により，それまでのサービス運用の中心であった常

2, 2 段階であり，その組み合わせの条件に従って重

三島キャンパスが一時的に水没しても，エンドユー

要度区分が定まるが，本学の場合は各 4, 4, 4 段階で

ザは当該サービスを継続利用できる．

あり，重み付けを含む計算式によって数値化され，

(b) ネットワークのトポロジ変更と災害時にも機能

重要度区分が定まる．具体的には，情報の格付け基

する無線系アクセス網設置 (要件 1, 2)

準に応じた重要度区分は標準パタンでは I〜IV の 4

本学の対外接続上のトポロジ問題は，全ての学内

段階とある．本学も同様に 4 レベルとなるが，その

トラヒックが地理的にもっとも脆弱な常三島を経由

計算上は重みが加わる．

してしまい，また多くのサービスが常三島で運用さ

図 2 は，ネットワークサービスの一部のリスク評

れることであった．これに対し，各キャンパスから

価結果を例示したものである（項目レベルの一覧は

のインターネットへは独立性を高めるトポロジ変更

付録に付記）．これは，本論文の検討段階，すなわ

を行う．また，DNS やプロクシ等のネットワーク

ち，本取り組み以前に行われた評価値である．脅威

機能の中枢も常三島依存の比率を下げ，リスク低減

の種類の欄は，大きな区分で言えば，“防災” と “故

を図ることとした．したがって，有線ネットワーク

障” に跨がった項目となっており，このような脅威

については，常三島を除く各キャンパスの利便性・

の種類は全部で 34 項目ある (付録参照)．個々の脅

堅牢性を高めることが可能となった．
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ここで，液状化現象や大規模な電力供給源の問

物理サーバも多数機能するが，それぞれは小型の

題も残る．そこで本学では，キャンパス間の距離が

UPS に繋がっているため，高価な CVCF は耐用年

それぞれ 1km 程度と 5km 程度と比較的近いことか

数も越えていたことから，撤去することとした．

ら，広域無線を利用して，有線ネットワークに依存

また蔵本では，コアスイッチのある建物は，地区

しないキャンパス間通信を実現することとした．さ

全体のネットワークが集中するが，上位は常三島で

らには，3 主要キャンパス内では地理的に最も安全

あった．したがって，蔵本内の停電ブロックによっ

な蔵本から，この無線系の学外接続用にも利用でき

ては，自身のブロックの停電と蔵本コアのあるブ

る衛星通信機能を実現することとした．これらに

ロックの停電に加えて常三島の停電に個別に影響を

よって，仮に有線ネットワークに機能障害や断線が

受け，従来から改善要望は高かった．そこで，常三

生じたとしても，最低限のインターネットアクセス

島の停電は前述の自家発電によってその影響を下

が実現できることとなる．

げ，蔵本のコアスイッチに対しては，複数のブロッ

(c) 分散物理サーバの集約による障害低減 (要件 3)

クから給電ラインを引き込んで自動切替する改善策

サービス運用の移転先が選択可能なように，機能

をとることとした．

面（サービスのインターネット側から見た独立性）
や事務手続き面（管理内容に対する事務手続き上の

4.2 仕様化および設計

制限などに依拠）を鑑みて，本学では仮想化基盤 A

前節の議論の下，仕様を検討した．特にその意思

と B の 2 種類を並行運用することとした．例えば，

決定では，徳島大学情報戦略室で方針レベルを検討

災害時にもアクセスの必要なサーバは，キャンパス

し，具体的な内容は，全学的な情報化推進委員会に

間ネットワークなどを必要とせず，インターネット

て議論・報告を重ねる形で学内合意形成を図った．

の出口としてのデータセンター設置仮想化基盤 A

その過程では，当初の設計では不具合が認められ

を利用する．これにより，平時オンプレミス運用し

る部分も出てきたため，一部計画を変更した．例え

ていた大学公式ホームページへは，災害時にはイン

ば，広域無線設備と衛星通信設備は，太陽光発電に

ターネットからキャンパスネットワークを一切経由

よる給電を当初検討したが，実際には，発電効率お

せず直接アクセスできるようになる．一方，可用性

よび蓄電容量の問題から，現実的にはガスを用いた

を高める必要はあるが，機密性の面で学外データセ

簡易発電の方が効率的であった．

ンターに持ち出すことが認められない，あるいは物

ここで，前述の要件定義を実現した概念図を図 3

理的サーバの耐用年数等の制限から移転困難なサー

に示す．また，実際の機器構成を図 4 に示す．な

ビスについては学内にある仮想化基盤 B の環境と

お，図 4 には，広域無線・衛星インターネットの機

する．今後は，学内乱立していた物理サーバを仮想

器構成は含めていない．

化基盤 B に集約できる．

本図に示される有線系システム構成による解決

(d) 電力対策によるリスク軽減 (要件 1)

は，全トラヒックが常三島経由していたものを，

教育・研究系ネットワークのコアとなる常三島，

データセンターに隘路変更したことが挙げられる．

蔵本それぞれのスイッチは，電力的には非常に脆弱

このため，DNS やプロクシといった通信上最も重

で問題があった．常三島の上位商用電力ラインは，

要なサービスおよび，大学公式ホームページサーバ

建物 1 階に CVCF を設置し，そこに高圧を引き込

（の冗長化ホスト），メールサーバ，セキュリティ装

む構成であったが，これでは浸水被害を想定した際

置等がデータセンターで完結できるようになった．

には，復旧までに長期間を要することが明らかであ

次に，広域無線および衛星を通じたオールワイヤ

る．そこで，常三島の商用入電口は，上層階に自家

レスな通信設備であるが，これは，図 3 に点線で示

発電装置を設置の上で，商用と自家発電の自動切替

されるエンドユーザ向けのアクセス網である．この

により各重要機器への給電を行うこととした．まだ

ネットワークは，有線系とは別経路を作ることで，
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【全体概要】
①衛星通信設備

衛星経由
インターネット

常三島キャンパス

蔵本キャンパス

1. 平 時 利 用 の 有 線
NW(ネットワーク)
が 利 用 不 能 で も、
衛星( ①〜③ )等によ
るオールワイヤレス
な 通 信 設 備 に よ り、
インターネットアク
セスが可能となる

④プライベー
トクラウド

③非常時電力
増強設備
ローカル無線
簡易発電機

②広域無線設備

ローカル無線

1階浸水
想定

徳島大学
有線NW

2. 主 要 サ ー ビ ス 提 供
場所が利用不能で
も、機能提供場所
の分散化と冗長化
により( ④ )、情報シ
ステムサービスの可
用性とデータ完全
性を向上させる

• 主要サービス提供
場所(常三島)では
液状化および津波
による通常サービ
ス提供不能を想定

ローカル無線

データセンター

簡易発電機

• 大学本部(新蔵)で
も同様の被害想定

インターネット

新蔵キャンパス

図 3 全体概要概念図

常三島キャンパス

蔵本キャンパス
衛星通信設備
既設
基幹システム

蔵本データセンター

既設教育系
システム

既設
基幹システム

1G

既設 L3
Switch 2台
S

10G 2
L3 Switch

既設教育系 1G
L3 Switch
（リース）
）

仮想化基盤
システムB

既設 L3
Switch 2台
10G 2

10G 2
データセンター

新蔵キャンパス

既設教育系
システム

データセンター基幹
L3 Switch 2台

既設 教育系
L2 Switch
1G

1G n

既設 L3
Switch 2台
10G 2

10G 2
10G 4

10G 2
1

既設
既
事務システム

SINETDCへ
対外接続ルータ
学外用ファイアウォール

図4

仮想化基盤
システムA

有線系システム構成図
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10G
1G

仮に有線系の上位 SINET が断線状態になったとし

〜9)，B(10〜26)，C(27〜64) としてリスクレベルを

ても必要最低限のアクセスラインを確保できる．東

定義した際に，これら 25 種のサービスが最終的に

日本大震災の教訓からは，SINET 自体の断線状態

仮想化基盤等による移設や増設でどのように変化す

は数日以内に復旧する可能性が高いが，そのよう

るかを述べる．実施前は，全体として最小 6，最大

な非常時にも本系を通じて 3 日間（72H）は通信可

24，平均 15.1 (SD3.6) であり，2014 年 1 月評価時

用性が担保された．なお帯域的には，広域無線で最

点では，本センターサービスとしてはレベル C の存

大 20Mbps 程度であり，衛星に向けては，BCP パッ

在は認められない本論文の取り組みによって，これ

ケージを利用することで，平時は帯域を抑え，災害

らのリスク評価値を，平均 11.68 (SD4.41) に減少さ

時に下り 4Mbps/上り 2Mbps となる．さらに，移動

せることができる．なお，最小 6 と最大 24 は変化

基地局も整備しており，それを通じて独立してイン

しない．リスクレベルで言えば，B から A に移っ

ターネットに接続でき，キャンパス内の任意の場所

たサービスが 8 項目となり，全体の約 3 割に相当す

やキャンパス以外の場所においても通信できる．

る．平均値等は，改善されたサービスのリスク評価

5

項目内の最大値であるため，第 3 節で述べた災害等
効果および考察

による影響を受ける評価項目での改善が見られてい

本論文に示した環境を導入するより以前の各種情

ても，他の要因（例えば操作ミス等）での改善は図

報システムの重要度およびリスク算出値は，ISMS

られないことになる．つまり，リスク評価値として

の規定に従い，本学独自にサービス種別毎に出して

最大値の平均では約 3.5 ポイントの改善として表層

いる．それらが本取り組みによってどのようにリス

的に得られるが，実際にはその改善数値以上の効果

ク対応計画に寄与するかを以下で示す．

が得られている．

本論文に示した設計・実装によって，影響の生じ
るサーバは全部で 78 に及ぶ．一方で，図 2 に一部

6 おわりに

示される対象サービスは，サーバ単位ではなくサー

本論文では，徳島大学の地理的な条件に対して，

ビス単位でリスク評価するため，そのマッピングに

それまでの情報基盤の脆弱性を鑑みた情報システム

基づく．ここで，サービス単位での評価としている

BCP の設計を述べた．また，ISMS の観点からの重

のは，複数のサーバで冗長構成されることの多い

要度およびそこからのリスク評価に基づいて，本

ネットワークシステムは，その冗長化自体を評価に

取り組みから得られる改善の様子について述べた．

内包して，総合的に捉える必要があるためである．

ISMS は主観的な値での評価値ではあるが，リスク

この 78 のサーバには，具体的には DNS や WEB

評価項目そのものは一定の客観性のある指標であ

キャッシュ，無線認証，VPN アプライアンス等が

り，それらに対する直接的・間接的な改善の影響が

含まれ，サービスとしては著者らの属するセンター

得られる．

のリスク評価対象でないサービスを除けば，25 種

災害対策を鑑みた際には，非常時の対応に限ら
ず，それが平時にも利活用できることが求められ

になる．
これらに対するリスク評価値は，前述した通り

る．例えば，非常時を想定した定期的な訓練はその

34 項目に渡り算出され，そのうちの最大値をもっ

典型であり，本学でも本論文の広域無線・衛星通信

て当該サービスのリスク対応計画の是非が定まる．

および移動無線局による訓練も複数回実施しながら

例えば，図 2 の例示では，最大 16 の値が示され，

備えている状況にある．災害対策として，一定の規

これは本学の 2 段階の閾値（リスク値 1〜64 レン

模の情報基盤が整備されてきたという段階ではある

ジ中の 27 と 10）においてその第 2 段階の閾値より

が，情報基盤の上に位置づけられる仮想マシンやア

は下で，第 1 段階よりは上ということである．この

プリケーションサービスについては，個々にその対

リスク値のレンジを，それぞれ値の低い方から A(1

応を継続的に決めていく必要もある．また，電源な
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どについて対策できているが，細かくは手動操作を

付録【リスク評価時の脅威】

残さざるを得ない部分もあり，これらは今後の課題
として継続検討していく必要がある．

区分

脅威の種類
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自然災害
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