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システムログデータの分析・活用による
サービス品質向上の取り組み

松山　浩明　　　　森井　章夫　　　　浅田　桂太

概要
　IT システムは企画、設計、開発の初期開発フェーズの後、運用管理・保守フェーズを迎える。システム構成
要素より発生する様々なログデータを対象とした従来のシステム監視では、システムリソースやアプリケーショ
ンエラー等の、個々のステータスのチェックには有益であるが、ユーザーの利用傾向を含むサービス全体を俯
瞰した状態の把握までは出来ておらず、問題や障害発生時における原因特定や影響範囲の分析に時間がかかっ
ていた。
　本稿ではITシステムより生成される様々なログデータを一元集約し、それらを組み合わせた分析を行うことで、
サービスの詳細な状態を把握し業務分析を実施した事例紹介を行う。

  1.  はじめに
　ITシステムは企画、設計、開発の初期構築フェーズの後に、

本番サービスの稼働開始を迎え、運用管理・保守フェーズ

に移行する。システムのライフサイクル上はこの運用・保守

フェーズが最も大きく、運用管理にかかるコストは非常に大

きなものになる。昨今では構築するシステムがより大規模・

複雑化しており、運用管理にかかる負担は大きな物になりつ

つある。運用における管理・分析にかかる時間やコストの削

減も課題になっている。

  2.  システム監視、運用業務の現状
2.１　システム監視と運用
　システムの稼働状況の把握や障害発生の確認に必要とな

るのが、監視である。システム構成要素より発生する下記の

ような様々なログデータを、一般的には統合監視ソフトウェ

アを用いて常時監視する。

①ハードウェア

②ネットワーク

③OS

④アプリケーション

⑤サービス

　①〜③のレイヤーに対しては死活監視、リソース監視と

いった構成機器の稼働状況を把握するインフラの確認とな

り、その上位となる④〜⑤では、アプリケーション固有の内

部ステータスなど個別のアプリケーションに依存する監視

で、システムが大規模になるにつれ、そのバリエーションは増

えていく。

　また、日々の運用管理業務においては、提供しているIT

サービスが正常に稼働しているかを、これらの監視に基づき

チェックを行う。お客様との契約形態によっては、システムや

サービスの稼働状況の定期報告を行う。
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2.2　障害発生時の現状での対応
　障害を未然に防ぎ発生させないことが最善ではあるが、

現実的な問題として、あらゆる現場・サービスにおいて、障

害は発生している。一般的にはシステム構築フェーズにおけ

る運用設計においてインシデントや障害管理に関する規定

を行い、この指針に基づき対応を行う。通例では障害復旧を

行ったのちに、その発生原因を追究し、再発防止策の策定、

実施（是正処置、恒久対応）を行う。

　従来のシステム運用業務において障害が発生した場合に

は、原因追及のため統合監視ソフトウェアにて取得してい

る様々なログデータを元に分析を行うが、ITシステムが大

規模になるとその監視データ自体も巨大、かつ、多様とな

る。原因の特定を行うにはシステム全体の長期的な稼働傾

向を理解した上で、障害発生前後のアプリケーションの状

態や、ユーザーのサービス利用の実態把握など、さまざま

な視点で分析を行う必要がある。また、それらの分析結果

は表管理ソフトウェアなどを用いて手作業で集計・グラフ

表示を行っていたため、障害によるサービス影響範囲の特

定や、障害原因の特定に時間がかかるなど、多くの労力を

割いていた。

　インテックにてシステム構築ならびに運用を行っている

A社様サービス基盤においても、通常は安定したサービス提

供を行っていたが、処理の滞留ならびにトランザクションの

遅延といった障害が発生した。長期的なトランザクション数

の伸び率やユーザーの利用方法の変化を正しく把握できて

おらず、このために、キャパシティプランニングに基づくシス

テムリソース増強など適切な事前対応がされていなかった事

が課題として挙げられた。

　本稿では、サービスならびにITシステムの安定稼働・品質

向上へ向けた取り組みの一環として実施した、システム監

視データの統合分析・業務改善のプロジェクト事例を紹介

する。

  3.  運用課題に向けた対策・実施内容
　前章で述べた課題を解決するため、本プロジェクトではイ

ンテックの統合データ活用サービス「ARQLID（アークリッ

ド）」を活用した。  

ARQLID[1]とは、ビッグデータ・IoT・AI技術を基盤とする統

合データ活用サービスである。ARQLIDの詳細は、本誌の論

文[2]を参照していただきたい。この章では、ARQLIDの機

能を利用した課題解決のアプローチを述べる。

3.１　解決へのアプローチ
　サービス全体の利用、稼働状況を把握するためには、①

「サービス全体を適切に把握する指標の策定、また、それ

に基づいたレポート開発」と、②「サービス稼働時に生成さ

れるデータを収集・蓄積・分析できる環境整備」 が必要と

なる。

①サービス全体の把握に向けたレポート開発

　本プロジェクトでは、サービス全体を把握するため、表１に

掲載した2つのテーマを目標に、レポートの開発を進めた。

　また、システム運用と改善に有益なレポートとは何か

を、関係者全体で認識を共有して進める必要があったた

め、本プロジェクトでは、お客様、システム開発担当、運用

担当、データサイエンティストが一同に会しディスカッショ

ンして方針を確定する形を取る、アジャイルプラクティス

によるレポート開発をおこなった。アジャイルプラクティ

スによる開発は、短期間で成果物を作成し、関係者間でレ

ビューし改善点を見つけていくため、この課題を解決する

のに最適である。

　具体的には、スクラムのプロセスを用い「レポートの

表 1　レポートのテーマ

テーマ 内　容 目　的

トレンド分析

 • 登録ユーザ数、処理特
性の変動、データ量
の変動を「長期視点」
で把握する

 • 日々の処理状況を「短
期視点」でとらえる

 • 現在のキャパシティの
把握

 • リ ソ ー ス 見 直 し 等 の
計画

 • トランザクションの急
増や障害発生を予見
し、対応の早期化を
実現する

アクションに向けた
指標の可視化

 • システムから得られる
多種多様なデータを
複合的に組み合わせ、
多角的に分析する

 • サービス利用状況やシ
ステム稼働実績を、よ
り詳細に把握する。

 • サービス全体のスルー
プットに影響がある
項目を把握する。
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テーマ・目標設定」、「レポート開発」、「レビュー、次回目

標設定」の流れを2週間のスプリントで実施した(図1)。本

プロジェクトでは、このサイクルを 6回、計3か月間の活動

を行った。

②データ収集・蓄積・可視化環境の整備

　本プロジェクトでは、ARQLIDの「データ収集・可視化・

分析」のマイクロサービスである、ETL、MPP型RDB、BI

ツールの機能を利用し、環境構築をおこなった(図2)。以下

にその詳細を述べる。

（1）ETL

　ETL（Extract-Transform-Load）とは、単一、また

は複数のデータ発生源から対象のデータを収集、加工し、

蓄積用のストレージに格納するアプリケーションである。

　本プロジェクトでは、通信実績のログデータやサー

バーのリソースデータといった構造化データを用いた

が、これらは各データ発生源のシステム毎にファイルの

形式、レイアウトなどが異なる。このため、文字コードの

変換や不要な文字列の置換・削除、可視化する際のレス

ポンス向上のためデータマートの作成などの加工・変換

処理を実施した。

（ 2 ）MPP型RDB [3]

　MPP（Massively Parallel Processing：超並列分

散処理）型RDB（Relational Database：リレーショナ

ル・データベース）とは、複数の処理ノードを束ねて一つ

のデータベースを構成することができる、スケールアウ

ト型のRDBである。処理ノードを追加することで、表領

域の拡張や、データのロードやクエリの並列分散処理が

可能となる。これにより、個々の処理ノードのCPU、メ

モリの性能効率を向上させることができる。

　本プロジェクトでは多種、かつ長期間のログデータを

対象とした可視化を行うために、通常のシングルノード

RDBではパフォーマンスや拡張性に課題があった。この

ため、MPP型RDBを採用し、並列分散処理による拡張

性とレスポンスを実現した。

ARQLID／マイクロサービス

レポート

BIツール
レポート共有

MPP型RDB ETL

データ可視化環境

データ連携

EINS/SPS（1）

各システム
・通信実績ログ
・サーバー リソースデータ

レポート閲覧

レポート閲覧

レポート公開 レポート開発

お客様、システム運用担当 社会システムプラットフォーム開発部

BIツール
レポート開発

図 2　 システム構成
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リリースプロダクト
バックログ

スプリント
バックログ

スプリント
（イテレーション開発）

デイリースクラム 24h

・テーマ、目標設定
・レビューバック

デモ

1サイクル2週間
（計6サイクル ： 3ヶ月）

図 1　スクラムのプロセス [4]

（1）  インテックの仮想サーバー基盤サービス
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（ 3 ）BIツール

　BI（Business Intelligence：ビジネスインテリジェン

ス）ツールとは、業務部門などのユーザー主導でデータ分

析やレポート作成を可能とするツールのことである。特徴と

して、ドラック＆ドロップ等の直感的なマウス操作によって

インタラクティブなレポートが作成できること、多様なデー

タソースへの接続に対応していること、ドリルダウンや時

系列分析などのデータを深掘りするための多様な機能が

備わっていることが挙げられる。また、作成したレポートを

Webサーバー等で公開し、関係者間で共有することが可能

な製品も存在する。

　本プロジェクトでは、表１に掲載したレポートを実装する

ため、ドリルダウン機能を用いたサービス全体の稼働状況

の俯瞰から、分単位までの詳細な稼働実績を把握、ならび

に、Webサーバーでレポートを公開する機能を採用した。

  4.  分析レポートの概要
　表1で示したテーマに対して、3種のレポートを実装した。(表2)

　以下に各レポートの詳細機能を示す。

（1）ヒートマップ分析（図3）

　システム全体における日別や時間別のトランザクション

数を、処理量に応じて濃淡を分けたヒートマップで示し、

処理が集中するタイミングを容易に把握することを目的

としたレポートである。また、トランザクション数の時系

列推移に対し、集計幅を年単位から秒単位まで変更して

表示する機能や、ユーザー毎のアクセス頻度やトランザク

ション毎のデータサイズなど、システムの利用実態を詳細

に確認できる機能を持つ。

　これらの機能により、年間でのトランザクション数や

データサイズの伸び率、どの曜日、どの時間帯に、どのよ

うなユーザーがシステムを利用しているかなど、サービス

の利用傾向を長期的視点から短期的視点に渡って把握す

ることが可能になる。

（ 2 ）アプリケーション処理時間の分布　(図4)

　システム内で稼働している様々なアプリケーションが、そ

れぞれ開始してから完了するまでの時間をトランザクション

毎に測定し、ヒストグラムで分布を示したレポートである。

　各トランザクションは、ユーザー毎のデータサイズや転

送されるファイル数などの情報を持っている。これらの条

件がアプリケーションの処理時間に及ぼす影響を確認する

ことが可能となる。

表 2　レポート一覧
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図 4　アプリケーション処理時間の分布

図 3　ヒートマップ分析
テーマ レポート 概　要

トレンド分析

 （1）ヒートマップ分析  • トランザクション数の変動
を、年月の「長期視点」から、
秒単位の「短期視点」の範
囲で集約、可視化する

 • トランザクション数の変動
を色の濃淡で示し、処理が
集中するタイミングの把握
を容易にする

アクションに
向けた指標の

可視化

（2）アプリケーション処
理時間分布

 • アプリケーションの処理時
間について、実行時間ごと
の分布を示す

（3）リソースグラフ  • システムリソースの利用実
績をグラフ表示する
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（ 3 ）リソースグラフ（図5）

　CPU使用率、メモリ使用率、ロードアベレージなどのリ

ソース情報と、単位時間当たりのアプリケーションの実行

数、実行待ち数を測定したレポートである。

　（1）、（2）のレポートと併用することで、トランザクション

数やデータサイズ、アクセス頻度などの条件が、システムリ

ソースに及ぼす影響を把握することが可能となる。

　

　これらのレポートを活用することで、表1に示した目的のポ

イントをいち早く把握することが可能になる。これにより、実

際に障害が発生した際の調査時間の削減や、将来のシステム

増強に向けた課題整理につなげられると考える。

  5.  分析レポートの成果
　本取り組みにより、以下3点の成果が得られたと考える。

①常時利用可能なレポート環境

　データ収集、蓄積、可視化環境の整備によって、アプリ

ケーションサーバーやデータベースなど、システム内で分散

されていたログデータを一元的に集約し、即時、レポート表

示することが実現できた。各種データの収集、集計、加工が

不要になったことにより、サービスやシステムの分析作業効

率化を図ることができた。

②新たな知見の獲得

　BIツールのドリルダウンや時系列分析などの機能を

用いることで、サービス利用の傾向を、短期的視点、長

期的視点で可視化することが実現できた。また、日時別

やユーザー別、処理種別など、複数の切り口で分析する

ことで、トランザクションが集中するタイミングや、そ

の時点におけるアプリケーションの挙動を追跡するな

ど、システムやサービスをより深く理解することが実現

できた。

　これにより、従来のシステム監視や運用業務では気付

きにくかった、サービスの利用方法によるアプリケー

ションやシステムリソースへの影響など、新たな知見を

得ることが実現できた。

③システム運用の改善

　本プロジェクトで採用したBIツールには、開発したレ

ポートをWebサーバー上で公開する機能がある。②で挙

げたレポート結果をサービスオーナーやシステム運用担

当、開発担当など様々な立場の関係者が共有することで、

システムの稼働状況や障害発生などの情報共有がスムーズ

になる。

　情報の共有がステークホルダー間で進むことにより、

現状のシステムの問題点の洗い出しと、適切な改善策を

検討する議論の場が活発となることが期待できる。

　このように、従来の運用業務に今回開発したレポート

を取りいれることで、サービスやシステムの稼働状況把

握のスピードを上げ、従来のシステム監視では把握しき

れなかった視点を次の適切なIT施策に反映することで、

サービス品質向上に向けたPDCAサイクルを効果的に回

すことが可能になったと考える。（図6）

スケールアウト
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ッ
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＜Action＞
改善に向けた行動
（暫定、恒久対策）

＜Plan＞ 
IT施策の計画、検討

<Do> 
施策の実施

<Check> 
施策結果のレビュー

（可視化レポートの活用）

図 6　 レポートを活用した運用業務のサイクル
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図 5　リソースグラフ
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　本稿では、データ分析、活用によるサービス品質向上の事例

を紹介した。サービス稼働状況、ユーザー利用状況を詳細に把

握できるレポートを即時参照できる事で、お客様とインテック

が互いに同じ目線で、お客様がエンドユーザーへ提供するサー

ビスの安定化に向けた土壌を形成できた。

　今後は本取り組みの拡張として、ARQLIDの持つ予兆検

知機能、AI機能との連携を検討しており、多様なデータを

リアルタイムに分析し、起こりえる・起こりつつある問題

を事前に察知し未然に防ぐべく、改善を進めている。




