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運用品質を高めるためのITシステム
An IT System for High Quality Operation

1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

2. 運用設計についての課題と施策

3. ＩTILをベースとした要件定義

 

特集 IT基盤の最適化
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　システムの運用方法は業務プロセスと同様にお客さまの社

内文化を強く反映しており、あるお客さまで有効だった方法

が別のお客さまでは役に立たないという場合が多々存在する。

さらに ITシステムの要件定義段階では運用イメージがつかみ

にくく、構築を進めるにつれて詳細が明らかになることも多い。

私たちがそれまで担当した同様のシステムでは構築の終盤に

なって運用で対処すべき事項が増えた結果、後からオペレー

タによる作業が予想以上に増えたり、運用マニュアルが複雑

化したりすることがしばしば見られた。こういった後追いの

対処は構築の終盤になってから大きな変更が入ることになり、

確認すべき事項が増大したり十分なテストが実施しにくかった

りするといった問題もあった。

　これらの問題を解決するため、システム基盤の構築時に実施

すべき３つの施策を考えた。1つ目は、システム基盤設計を抜

け漏れなく進めるための標準要件定義手法策定である。本来、

システム基盤はアプリケーション層に対して共通のプラット

フォームを提供するものであり、標準化・共通化による品質向

上が見込みやすい領域である。しかし、お客さまによって運用

に対する要件が大きく異なることが、標準化・共通化を阻害

していた。そこで、お客さまが ITILに沿って運用されている

（最も運用レベルが高い）場合を想定し、その時に必要となる

設計内容・運用項目を要件定義で確認するようにした。

　２つ目は、最初から「誰がいつ何をどのようにするのか」運

用項目として定義し、定型化しておくことである。業務アプリ

ケーションや業務バッチを除くと、システム基盤として実施す

べき運用項目は、システムによってそれほど大きく変わるもの

ではない。そこで運用上必要となる作業を基盤バッチという形

で事前に定型化することで、作業時間の短縮や実運用でのオペ

レーションミスの削減（複雑なコマンドやOSのコマンドを直

接実行することの排除）を行った。

　３つ目は、運用マニュアルの記述レベルや内容を目次やサン

プルで事前に合意しておくことである。すでに別のシステムを

運用されておられるお客さまは、ドキュメントについても既存

システムのレベルをベースにと考えておられることが多い。提

供したドキュメントのレベルが既存マニュアルと大きく異なっ

ていると、運用開始前後で混乱を生じることになる。構築の初

期段階から記述レベルを合意しておくことで、運用引き継ぎ段

階での混乱をなくすことを目指した。

　以下、これらの施策について具体的に解説する。

概要
　2008年4月に施行された日本版SOX法ではIT全般統制についての監査が必要となり、法制面からもITILをはじ

めとしたITシステムの運用方式について明確な理由と説明が必要な状況となっている。しかし近年のITシステム開

発では、アーキテクチャや機能設計に主眼が置かれ、運用設計がなおざりになっていることが多い。その結果、シス

テムのリリース後になってあわてて作業手順を整備するなど、運用設計の不備により運用が混乱する場面が散見

されている。

　当事業部では「きちんと運用できるシステム基盤の構築」をテーマとして、設計初期段階から運用フェーズの品

質を作り込むことに取り組んでいる。本稿では取り組みの具体例として、 ITILをベースとした要件定義、 運用

手順を標準化する基盤バッチの作成、 お客さまおよび当社保守部門へのスムーズな引き継ぎ、の3つを紹介する。
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　ITシステムは構築することによってではなく、それを運用

することによって、初めてお客さまのビジネスにとって価値

あるものとなる。システム基盤やアプリケーションからなる

システム全体の価値を引き出す鍵は運用フェーズに掛かって

いるとしても過言ではない。

　管理された運用業務のもと、システムが持つビジネス継続

性を高いレベルで維持、すなわちシステムを高い品質で運用

し続けるには、構築フェーズにおける運用品質の作り込みや

実運用への確かな引き継ぎ、そして運用フェーズでの継続し

た品質改善の仕組みが欠かせない。

　近年のシステム基盤は多くのコンポーネントの複雑な組み

合わせによって構築されている。このため、アーキテクチャ

や機能設計に主眼が置かれ、システムをどのように動かして

いくかを定める運用設計がなおざりになっているケースが多い。

その結果、運用開始後になってシステムと運用者の隙間を補

完する運用マニュアルが必要になったり、手順の不備から実

施すべき確認事項が実施されず、デグレード等の障害を招い

たりしている。一方、２００８年４月に施行された日本版SOX法

では IT全般統制についての監査が必要となり、法制面からも

ITシステムの運用について、適切に運用できることを説明す

る必要が出てきている。

　当事業部では運用の品質の高いシステム基盤を構築するため、

当社の運用プロセス標準である IP３/OPS (文献[１]) をベース

としてシステム基盤を構築している。IP３/OPSは「情報シス

テムの運用設計は良い計画と正しい設計・構築で決定される」

というコンセプトによって作成されたITIL (IT Infrastructure 

Library) に準拠している。IP３/OPS自体はフレームワークで

あるため、プロジェクトに応じたテーラリングが必要であるが、

ここでは当事業部で実際に行った銀行様向け高信頼システムの

基盤構築での取り組みについて述べる。
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表1　ヒアリング項目の一覧

4. 基盤バッチによる運用手順の標準化
4.1  基盤バッチとは
　単に「バッチ」といえばOSのコマンドを決まった順で実行

するよう記述されたプログラムの一種である。「基盤バッチ」

は「システムを安定運用させるために必要となる一連の操作

をプログラム化したもの」を指す。日常のシステム運用では

表2に示すように、定期的に発生する固定の処理が多くある。

オペレータの負担を減らすため、それらの処理は何らかの手

段を用いて自動化を図ることが求められるが、特に複数のコ

ンポーネントをまたがって処理する場合、基盤バッチを用い

てコンポーネント間の連携作業を自動化する必要が出てくる。

基盤バッチは各種コンポーネントの隙間を埋めて1つの自動運

用可能な仕組みを作る、運用における接着剤のような役割を

担っている。

4.2  運用手順標準化の例
　運用手順を基盤バッチで標準化した例として障害回復作業、

障害時調査作業、定期パスワード変更作業について説明する。

(1) 障害回復作業

　　　システムに障害が発生すると安定運用中は使用しない特

　　別な作業が必要となる。それらの作業は、オペレータなど

　　必ずしもシステムを熟知しているわけではない人員が行う

　　ということと、作業を迅速かつ正確に実施する必要がある

　　ということの２つの課題がある。慣れていない作業ではオ

　　ペレーションミスによる二次障害の可能性が大きく、オペ

　　レータにプレッシャーを与える。実施手順がバッチ化に

　　よって標準化されており、過去にテスト済みであるとい

　　う点はオペレータに大きな安心感を与える。そのため、あ

　　らかじめ想定できる範囲で障害対応のための基盤バッチを

　　作成しておくことは重要である。

　　　たとえば、サービスがダウンしたときの一次対応として

　　サービスを起動･停止するためのバッチがある。監視機構

　　など、主要でないサービスが停止したときの一次対応とし

　　てサービスを再起動して回復を図る作業である。ミドル

　　ウェアによっては多数のプロセスによって1つのサービス

　　を提供している場合があり、安全に再起動するためにはミ

　　ドルウェアに対する習熟とコマンド実行確認のための時間

　　が必要となる。しかし、一連の操作を自動化する基盤バッ

　　チが用意されていればオペレータは1つのコマンドを実行

　　するだけで一連の対応を安全かつ迅速に実施することがで

　　きる。

(2) 障害時調査作業

　　　障害発生後にはシステムのログを収集し、状況の確認や

　　根本原因の調査を行う必要がある。しかしこのログ収集を

　　手作業で行うと取得に時間がかかったり、取得漏れが発生

　　したりする可能性がある。そこで全サーバのシステムログ

　　をコマンド1つで一括して取得する基盤バッチを用意して

　　いる。障害発生時は第一報に加えてこの基盤バッチの実行

　　結果（ログファイルのアーカイブ）送付も依頼している。

　　その結果、障害発生の連絡と共にログを入手することが可

　　能となり、一次切り分け完了までにかかる時間を大幅に短

　　くすることに成功している。

(3) 定期パスワード変更作業

　　　「システム運用開始後パスワードは３か月に1回変更する」

　　などお客さまにてルールを定めていることが多いが、OSや

　　ミドルウェアなどを含めると管理対象となるパスワードは数

　　十にも達することがある。これだけ多くのパスワードを定期

　　的に変更するのは運用面で大きな負担になり、結果としてパ

　　スワード変更運用が行われなくなってしまう場合がある。こ

　　れを防ぐため、パスワードを一括変更する基盤バッチを用意

　　している。このバッチは、各サーバやミドルウェアに対してラ

　　ンダムなパスワードの自動生成と設定、パスワードリストファ

　　イルの作成を行うものである。手作業で行った場合に比べ、

　　運用時間の短縮、恣意的なパスワードの排除、管理用資料

　　の自動作成等、多くの面でメリットが得られている。

4.3  基盤バッチによる運用品質の作り込み
　4.2節で紹介したパスワードを一括変更するバッチのように、

運用作業を省力化する仕組みの必要性は構築担当者の視点から

ではなかなか見出すことができず、運用開始間際になってお客

さまやオペレータから追加要望として作成依頼が出されること

が多い。その結果、リリースまでの短期間でこれらの仕組みを

作らなければならなかったり、当初見積りの範囲内で無理に基

盤バッチを作成する必要があったりといった場面が多くみられ

た。高い運用品質（使いやすく、間違えない）を設計の段階か

ら作り込むには、設計初期段階から基盤バッチの有効活用を視

野に入れ「運用作業を標準化・効率化すべき点はないか」と検

討することが必要である。

　この検討を具体的に進めるため、当事業部では基本設計の終

盤において「運用項目一覧」を作成し、その内容をお客さまと

合意するようにしている。「運用項目一覧」ではシステムの運

用あるいは障害対応のときにどのような作業が発生するのか、

何が自動化でき、手動で実施する場合の役割分担はどのように

なるのかを記載している。運用項目一覧の検討を通してお客さ

まは他システムの運用状況も振り返ることになり、新しく導入

するシステムで省力化を図るべき作業がないか、すなわち基盤

バッチを作成すべき作業がないかをこの段階で把握するように

している。

　基盤バッチについてはようやく設計が標準化され、複数案件

での共有も可能になってきた。しかし、定常作業においてはよ

り単純に、不定期な作業ではより柔軟に、と相反する処理を求

められることも多い。障害発生時などは未だに当社担当者によ

る特別オペレーションが必要となることはままある状況であり、

検討の余地は多い。基盤バッチの拡充はこれまで担当者が持っ

ていた特別対応のノウハウをプログラムという形で視覚化する

ことでもある。実運用からのフィードバックを元に、よりよい

基盤バッチの形を模索していきたい。

5. システム構築部門からのスムーズな引き継ぎ
　構築したシステムは、運用をお客さまの運用部門に引き継ぎ、

保守を当社の保守部門へ引き継ぐ。私たち構築部門としての

役割はこれで終了となり、以降は障害対応時のバックエンド

としてシステム運用に関わっていくことになる。本章では構

築したシステムをスムーズに運用部門あるいは保守部門に引

き継ぐための取り組みについて説明する。

5.1  当社パッケージ開発案件における運用サポート体制
　当社パッケージ開発案件において、開発フェーズでは大きく

2つの部門が関わっている（図１左側）。

　(１) パッケージ開発部門

　　　業務要件定義・アプリケーション開発

　(２) システム構築部門

　　　システム基盤の構築・運用設計

　サービス開始後の運用はお客さまが主体となり、以下のよう

な体制となる（図１右側）。

　(１) お客さまの運用部門

　　　日常のシステム運用・障害発生時の当社の保守部門へ　

　　　の連絡

　(２) 当社の保守部門

　　　サポート受付窓口・運用サポート・障害対応の提供

　(３) パッケージ開発部門/システム構築部門

　　　保守部門のバックエンドとしてサポートを提供

　サービス開始後の体制においてお客さまのシステム運用部門

から受け付けた情報は、保守部門・開発部門・構築部門の３部

門で密接に共有しており、システム改善のPDCAサイクルを

循環させられる体制を取っている。

6. おわりに
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3.1  システム基盤要件定義の特性
　システム基盤の要件定義ではシステムを構成するハード

ウェアやソフトウェアを確定し、それらのコンポーネントを

どのように組み合わせ、お客さまの環境で運用していくかを

確定させる。この要件定義はプロジェクトの最初期に行われ

るが、業務要件以上に綿密なヒアリングが欠かせない。その

理由はお客さまにより日常の運用や障害対応に求めるレベル

が大きく異なっているためである。運用について規定があり

そこに準拠するように求められるような場合と、システムの

運用ルールが標準化されておらず個別システムごとに運用方

法を検討するような場合とでは、同じような業務要件であっ

てもシステム基盤側の要件は大きく異なってくる。要件確認

段階でお客さまの運用レベルを十分に把握できないままだと、

お客さまの運用に乗せるため、障害時対応の検討やオペレー

タ依頼作業などといった面で当初に想定した以上の設計や手

順書を求められる場合も有り得る。一方、システム運用にあ

たっては検討すべき範囲が多岐におよぶため、お客さまの担

当者もシステム構築側と合意しておくべき事項が何なのかを

把握しきれないという現実もある。

3.2  要件定義のための標準ヒアリングシート
　そこで当事業部では基盤要件定義で確認すべき事項を網羅

したヒアリングシートを作成することにした。お客さまにこ

れらの質問に回答していただくことで、システム基盤の検討

に必要な事項がすべて洗い出せるというものである。ここで

問題となったのが質問事項の選定基準であったが、当事業部

ではこの質問を ITILのワークエリアから選定することとした。

ITILは ITシステム運用のベストプラクティスであり、ITILに準

拠して運用されているということは安定した運用に必要な事

項がすべて定義されていると考えたからである。実際にこの

ヒアリングシートを使用した要件定義では、お客さまから検

討事項の大きな漏れを指摘され、打ち合わせの場で慌てるよ

うなことがなくなった。一方、ヒアリング事項に対してお客

さまが明確な運用基準をお持ちでない場合には、よりよい運

用のためにどのような検討が必要なのかを提案できるように

なった。ITILをベースにしたことにより、ヒアリングシートが

お客さまの運用レベルを知るバロメータのように機能してい

るとも言える。

3.3  要件定義の手順
　具体的な要件定義の手順は次のようになる。要件定義で使

用する資料は主に３つある。「基盤基本設計書（要件定義の

成果物）サンプル」と「ヒアリングシート」、そしてプロジェクトを

通して行われるタスクの成果物と依存関係を説明した「タス

ク依存関係図」である。

　まず、タスク依存関係図と基盤基本設計書サンプルを使用

して要件定義段階で決定する事項とそのレベルについて認識

を共有する。その後、ヒアリングシートに従って要件を確認

していく。ヒアリングシートは1日程度の打ち合わせで要件を

ひととおりヒアリングできるボリュームになっており、シス

テム基盤構成や運用全体の整合性を保ちつつ要件を定義でき

るように配慮している。基盤基本設計書サンプルについては

当社が推奨するシステム運用の基本形が記載されており、細

かな運用ルールを定めていないお客さまに対しては運用方式

の提案書のように使用することもできる。ヒアリングシート

に対して回答をいただいた後はサンプルをベースに基本設計

書を作成し、お客さまに内容を確認していただく。基盤基本

設計の承認によりハードウェアやソフトウェア構成と基盤構

築作業内容が確定し、正式見積りの提示を経てメーカへの発注、

詳細設計書の作成が開始される。

3.4  これまでの成果と課題
　このヒアリングシートによる要件定義はこれまで4案件に対

して適用し、２案件についてはすでにリリースを終えている。

完了した案件においては、運用要件を初期段階できちんと合意

したことでお客さまがオペレータ要員計画をスムーズに実施す

ることができた点や、運用引き継ぎ段階でバッチやマニュアル

の追加が突発的に発生することがなかった点が効果的であった。

　今後の課題としては要件定義を実施できる要員の増強と各種

成果物の継続的な改善が挙げられる。ヒアリングシートの使用

によりお客さまが運用に求める要件を聞き出すことはできるよ

うになったが、それだけでは完全ではない。実際の運用現場の

様子は回答の端々に断片的に現われてくるが、システム基盤構

築経験があるメンバーがヒアリングしないと実運用上の問題点

を見落としてしまい、実際には運用しづらい要件となってしま

う恐れがある。こういった文書化しづらい点についても対応で

きるよう改善を進めていくことを考えている。

5.2  システム運用部門・保守部門への引き継ぎ
　システムの開発が終わり、無事にカットオーバーを迎えると、

システムは開発者の手から離れる。カットオーバー間際には

引き継ぎ自体は終えていても、運用部門がそのシステムに慣

れるまでは混乱やそれによる運用品質の低下が発生する場合

がままある。具体的にはオペレーションにかかる時間の増大

や障害発生時の対応手順の確認に時間がかかるといったことが

ある。こういった問題は運用マニュアルなどの引き継ぎドキュ

メントの整備だけではなく、人から人への引き継ぎを確実に行

うことが重要であることを示している。当事業部では構築部門

の構築担当者から実際の運用を担当するお客さまの運用部門担

当者に対し運用説明会を行い、その中で実際の運用手順を実施

いただくというある種のオペレータへの研修サービスを提供し

ている。さらにお客さまから直接連絡を受ける保守部門に対し

ても、引き継ぎのための説明会を行っている。本章ではこれら

の具体的な取組内容について述べる。

(１) システム運用部門への引き継ぎ

　　　当社パッケージを構築した場合、日々のシステム運用は当

　　社のシステム構築部門から、お客さまのシステム運用部門へ

　　引き継いで運用していただく。引き継ぎ先は同じシステム部

　　門でも、要件定義や設計を一緒に進めてきた担当者ではなく、

　　現場の運用担当者（オペレータ）への引き継ぎが主となる。

　　引き継ぎの目的は実際にシステムを運用するための一連の

　　手順を実施できるようになることであるため、現場で運用マ

　　ニュアルを用いて実際にシステムを操作していただく。説明

　　のポイントとしてはオペレータが日々実施する操作や、障害

　　時のエスカレーション手続きなどを具体的に明確に説明する

　　ことである。ここで配慮すべきはお客さまによってシステム

　　運用の体制やスキルレベルなどがさまざまであることである。

　　そのため説明の内容やレベルはできるだけお客さまの状況

　　に合わせ、きちんとオペレータが作業を実施できるように説

　　明を工夫している。構築という視点から説明会で最も重要な

　　のはオペレータと直接やり取りして得られる情報である。オ

　　ペレータからは他のシステムも含めた実際の運用を効率よ

　　く行うための意見をいただくことが多く、これらの意見をお

　　客さまのシステム部門へフィードバックすることでより効率

　　のよい運用が行われる場合もある。

　　　新規のシステムが既存の運用体制にスムーズに入ってい

　　けない場合、オペレータが何らかの手作業を行うことになるが、

　　そういった場合は彼らの負荷は極端に増加する。また、人手

　　が多く介入するシステムでは運用品質の維持が難しい。ITIL

　　を組み込んだ最適な運用設計をし、できうる限りの自動化を

　　施したシステムが最終的に 面倒くさい システムとしてその

　　運用のスタートを切らないよう、構築から運用へとシステム

　　を受け渡す引き継ぎを我々は重要視し、その改善に取り組んで

　　いる。

(２) 保守部門への引き継ぎ

　　　運用の開始と同時に保守部門での運用サポートサービス

　　が始まる。保守部門の役割は問い合わせを処理するだけの

　　ヘルプデスクにとどまらない。ITILでいうサービスデスクとし

　　て機能し、お客さま、開発部門と連携しながら、インシデント

　　管理、構成管理、変更管理、リリース管理を実施し、締結した

　　サービスレベルの維持、向上を行っていく役割を担う。その

　　ため、引き継ぎにおいてはサービスレベルや、システムの構

　　成はもちろん、お客さまの雰囲気やパッケージに関する考え

　　方なども含めて説明する。説明会には開発部門、構築部門そ

　　れぞれのリーダーだけでなく、業務バッチの作成担当者など

　　も含め、システムに関わるメンバーは可能な限り参加する。

　　構築中に発生した種々の問題やお客さまの考え方なども保

　　守部門へ伝えることで、システムのお守りだけを依頼するの

　　ではなく、構築から引き続いてシステムを動かしていくのだ

　　という目的意識を共有している。

　　　このほか、運用設計やマニュアル作成といった構築中の作

　　業にも積極的に保守部門にレビューを依頼し、設計、開発

　　フェーズからの運用連携を実践している。たとえばシステム

　　のサービス継続性はアーキテクチャとして担保できる箇所と、

　　システム化できずに保守部門で対応する必要がある箇所に

　　分けられる。こういった点についてどこまでシステム側で担

　　保する必要があるのか、構築側の意見だけではなく保守側の

　　意見も元にアーキテクチャを決定している。

5.3  レベルアップを目指して
　ITILは中長期的なシステム運用の中で、システム運用の継続

的改善を実現するためのガイドラインである。一定レベルの運

用水準を目標とした基盤構築・運用設計手法は標準化できたが、

よりレベルアップしていくためには、実際の運用フェーズにお

いてお客さま・保守部門・構築部門が三位一体となって運用品

質向上のPDCAサイクルを循環させていくことが欠かせない。

その最初の一歩が開発から運用への引き継ぎである。ここで述べ

た引き継ぎ改善への取り組みは、まだ始まったばかりである。今後

は保守部門と構築部門でのサポート情報共有とノウハウ体系化を

進め、より高い運用サービスを提供していきたいと考えている。

　お客さまとシステム基盤の設計について検討するとき、シ

ステムの構成や運用ツールの機能選定から検討が始まってしま

う場合がある。本来、最初に検討すべきはお客さまのビジネス

目標と許容されるダウンタイム、運用のために準備できる体制

等のサービスレベルであ。システム構成や運用ツールは、それ

らを満たすための後付けにすぎないということをつい忘れがち

である。

　安定したシステム運用のためには、それ単体で安定稼働する

システム基盤をお納めすればよいだけではない。お客さま運用

部門の日々の業務でどのように使われるかを理解し、運用設計

を行う必要がある。業務システムのアプリケーションがお客さ

まのコア業務を改善するために存在するように、システム基盤

は運用部門の業務を改善するために存在する。システム基盤は

単にアプリケーションのプラットフォームだけではなく、業務

改善の一部にもなるのだという意識を持ち、今後も「きちんと

運用できるシステム基盤」を目指していきたい。

表２  基盤バッチ化される定型処理例

複雑なコマンドを伴うクラスタの操作を容易に行えるようにする。
稼働状態の確認や、稼働系・待機系を切り替える。

処理名 　　　　　　　　　　機能

ログ整理

性能情報取得

サービス起動停止

データバックアップ

ログの一括取得

パスワード一括変更

クラスタ制御

OSや各種ミドルウェアが出力するログをバックアップする。
また、不要になったバックアップファイルを削除する。

データベースやアプリケーションサーバの性能情報を一定期間
分保存する。

データベースやアプリケーションサーバなど複数のプロセスから
なるサービスをまとめて起動・停止する。

共有ディスクをマウントし、データベースのデータをテープメディア
にバックアップする。

障害発生時に複数サーバの主要ログを一括して収集し、アー
カイブする。

ランダムパスワードを生成し、複数サーバの複数アカウントに対
して一括設定する。
併せてパスワード一覧をテキストファイルで作成する。
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図１　当社パッケージの開発および保守体制
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(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

2. 運用設計についての課題と施策
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図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ
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●現行システムの課題

アプリケーションごとに構築されたサーバーの乱立

部分最適によるTCOの増大
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強固なセキュリティ基盤

統合されたシンプルなIT基盤

　システムの運用方法は業務プロセスと同様にお客さまの社

内文化を強く反映しており、あるお客さまで有効だった方法

が別のお客さまでは役に立たないという場合が多々存在する。

さらに ITシステムの要件定義段階では運用イメージがつかみ

にくく、構築を進めるにつれて詳細が明らかになることも多い。

私たちがそれまで担当した同様のシステムでは構築の終盤に

なって運用で対処すべき事項が増えた結果、後からオペレー

タによる作業が予想以上に増えたり、運用マニュアルが複雑

化したりすることがしばしば見られた。こういった後追いの

対処は構築の終盤になってから大きな変更が入ることになり、

確認すべき事項が増大したり十分なテストが実施しにくかった

りするといった問題もあった。

　これらの問題を解決するため、システム基盤の構築時に実施

すべき３つの施策を考えた。1つ目は、システム基盤設計を抜

け漏れなく進めるための標準要件定義手法策定である。本来、

システム基盤はアプリケーション層に対して共通のプラット

フォームを提供するものであり、標準化・共通化による品質向

上が見込みやすい領域である。しかし、お客さまによって運用

に対する要件が大きく異なることが、標準化・共通化を阻害

していた。そこで、お客さまが ITILに沿って運用されている

（最も運用レベルが高い）場合を想定し、その時に必要となる

設計内容・運用項目を要件定義で確認するようにした。

　２つ目は、最初から「誰がいつ何をどのようにするのか」運

用項目として定義し、定型化しておくことである。業務アプリ

ケーションや業務バッチを除くと、システム基盤として実施す

べき運用項目は、システムによってそれほど大きく変わるもの

ではない。そこで運用上必要となる作業を基盤バッチという形

で事前に定型化することで、作業時間の短縮や実運用でのオペ

レーションミスの削減（複雑なコマンドやOSのコマンドを直

接実行することの排除）を行った。

　３つ目は、運用マニュアルの記述レベルや内容を目次やサン

プルで事前に合意しておくことである。すでに別のシステムを

運用されておられるお客さまは、ドキュメントについても既存

システムのレベルをベースにと考えておられることが多い。提

供したドキュメントのレベルが既存マニュアルと大きく異なっ

ていると、運用開始前後で混乱を生じることになる。構築の初

期段階から記述レベルを合意しておくことで、運用引き継ぎ段

階での混乱をなくすことを目指した。

　以下、これらの施策について具体的に解説する。

概要
　2008年4月に施行された日本版SOX法ではIT全般統制についての監査が必要となり、法制面からもITILをはじ

めとしたITシステムの運用方式について明確な理由と説明が必要な状況となっている。しかし近年のITシステム開

発では、アーキテクチャや機能設計に主眼が置かれ、運用設計がなおざりになっていることが多い。その結果、シス

テムのリリース後になってあわてて作業手順を整備するなど、運用設計の不備により運用が混乱する場面が散見

されている。

　当事業部では「きちんと運用できるシステム基盤の構築」をテーマとして、設計初期段階から運用フェーズの品

質を作り込むことに取り組んでいる。本稿では取り組みの具体例として、 ITILをベースとした要件定義、 運用

手順を標準化する基盤バッチの作成、 お客さまおよび当社保守部門へのスムーズな引き継ぎ、の3つを紹介する。

特
集
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集
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　ITシステムは構築することによってではなく、それを運用

することによって、初めてお客さまのビジネスにとって価値

あるものとなる。システム基盤やアプリケーションからなる

システム全体の価値を引き出す鍵は運用フェーズに掛かって

いるとしても過言ではない。

　管理された運用業務のもと、システムが持つビジネス継続

性を高いレベルで維持、すなわちシステムを高い品質で運用

し続けるには、構築フェーズにおける運用品質の作り込みや

実運用への確かな引き継ぎ、そして運用フェーズでの継続し

た品質改善の仕組みが欠かせない。

　近年のシステム基盤は多くのコンポーネントの複雑な組み

合わせによって構築されている。このため、アーキテクチャ

や機能設計に主眼が置かれ、システムをどのように動かして

いくかを定める運用設計がなおざりになっているケースが多い。

その結果、運用開始後になってシステムと運用者の隙間を補

完する運用マニュアルが必要になったり、手順の不備から実

施すべき確認事項が実施されず、デグレード等の障害を招い

たりしている。一方、２００８年４月に施行された日本版SOX法

では IT全般統制についての監査が必要となり、法制面からも

ITシステムの運用について、適切に運用できることを説明す

る必要が出てきている。

　当事業部では運用の品質の高いシステム基盤を構築するため、

当社の運用プロセス標準である IP３/OPS (文献[１]) をベース

としてシステム基盤を構築している。IP３/OPSは「情報シス

テムの運用設計は良い計画と正しい設計・構築で決定される」

というコンセプトによって作成されたITIL (IT Infrastructure 

Library) に準拠している。IP３/OPS自体はフレームワークで

あるため、プロジェクトに応じたテーラリングが必要であるが、

ここでは当事業部で実際に行った銀行様向け高信頼システムの

基盤構築での取り組みについて述べる。

図1　サーバー統合のイメージ
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表1　ヒアリング項目の一覧

4. 基盤バッチによる運用手順の標準化
4.1  基盤バッチとは
　単に「バッチ」といえばOSのコマンドを決まった順で実行

するよう記述されたプログラムの一種である。「基盤バッチ」

は「システムを安定運用させるために必要となる一連の操作

をプログラム化したもの」を指す。日常のシステム運用では

表2に示すように、定期的に発生する固定の処理が多くある。

オペレータの負担を減らすため、それらの処理は何らかの手

段を用いて自動化を図ることが求められるが、特に複数のコ

ンポーネントをまたがって処理する場合、基盤バッチを用い

てコンポーネント間の連携作業を自動化する必要が出てくる。

基盤バッチは各種コンポーネントの隙間を埋めて1つの自動運

用可能な仕組みを作る、運用における接着剤のような役割を

担っている。

4.2  運用手順標準化の例
　運用手順を基盤バッチで標準化した例として障害回復作業、

障害時調査作業、定期パスワード変更作業について説明する。

(1) 障害回復作業

　　　システムに障害が発生すると安定運用中は使用しない特

　　別な作業が必要となる。それらの作業は、オペレータなど

　　必ずしもシステムを熟知しているわけではない人員が行う

　　ということと、作業を迅速かつ正確に実施する必要がある

　　ということの２つの課題がある。慣れていない作業ではオ

　　ペレーションミスによる二次障害の可能性が大きく、オペ

　　レータにプレッシャーを与える。実施手順がバッチ化に

　　よって標準化されており、過去にテスト済みであるとい

　　う点はオペレータに大きな安心感を与える。そのため、あ

　　らかじめ想定できる範囲で障害対応のための基盤バッチを

　　作成しておくことは重要である。

　　　たとえば、サービスがダウンしたときの一次対応として

　　サービスを起動･停止するためのバッチがある。監視機構

　　など、主要でないサービスが停止したときの一次対応とし

　　てサービスを再起動して回復を図る作業である。ミドル

　　ウェアによっては多数のプロセスによって1つのサービス

　　を提供している場合があり、安全に再起動するためにはミ

　　ドルウェアに対する習熟とコマンド実行確認のための時間

　　が必要となる。しかし、一連の操作を自動化する基盤バッ

　　チが用意されていればオペレータは1つのコマンドを実行

　　するだけで一連の対応を安全かつ迅速に実施することがで

　　きる。

(2) 障害時調査作業

　　　障害発生後にはシステムのログを収集し、状況の確認や

　　根本原因の調査を行う必要がある。しかしこのログ収集を

　　手作業で行うと取得に時間がかかったり、取得漏れが発生

　　したりする可能性がある。そこで全サーバのシステムログ

　　をコマンド1つで一括して取得する基盤バッチを用意して

　　いる。障害発生時は第一報に加えてこの基盤バッチの実行

　　結果（ログファイルのアーカイブ）送付も依頼している。

　　その結果、障害発生の連絡と共にログを入手することが可

　　能となり、一次切り分け完了までにかかる時間を大幅に短

　　くすることに成功している。

(3) 定期パスワード変更作業

　　　「システム運用開始後パスワードは３か月に1回変更する」

　　などお客さまにてルールを定めていることが多いが、OSや

　　ミドルウェアなどを含めると管理対象となるパスワードは数

　　十にも達することがある。これだけ多くのパスワードを定期

　　的に変更するのは運用面で大きな負担になり、結果としてパ

　　スワード変更運用が行われなくなってしまう場合がある。こ

　　れを防ぐため、パスワードを一括変更する基盤バッチを用意

　　している。このバッチは、各サーバやミドルウェアに対してラ

　　ンダムなパスワードの自動生成と設定、パスワードリストファ

　　イルの作成を行うものである。手作業で行った場合に比べ、

　　運用時間の短縮、恣意的なパスワードの排除、管理用資料

　　の自動作成等、多くの面でメリットが得られている。

4.3  基盤バッチによる運用品質の作り込み
　4.2節で紹介したパスワードを一括変更するバッチのように、

運用作業を省力化する仕組みの必要性は構築担当者の視点から

ではなかなか見出すことができず、運用開始間際になってお客

さまやオペレータから追加要望として作成依頼が出されること

が多い。その結果、リリースまでの短期間でこれらの仕組みを

作らなければならなかったり、当初見積りの範囲内で無理に基

盤バッチを作成する必要があったりといった場面が多くみられ

た。高い運用品質（使いやすく、間違えない）を設計の段階か

ら作り込むには、設計初期段階から基盤バッチの有効活用を視

野に入れ「運用作業を標準化・効率化すべき点はないか」と検

討することが必要である。

　この検討を具体的に進めるため、当事業部では基本設計の終

盤において「運用項目一覧」を作成し、その内容をお客さまと

合意するようにしている。「運用項目一覧」ではシステムの運

用あるいは障害対応のときにどのような作業が発生するのか、

何が自動化でき、手動で実施する場合の役割分担はどのように

なるのかを記載している。運用項目一覧の検討を通してお客さ

まは他システムの運用状況も振り返ることになり、新しく導入

するシステムで省力化を図るべき作業がないか、すなわち基盤

バッチを作成すべき作業がないかをこの段階で把握するように

している。

　基盤バッチについてはようやく設計が標準化され、複数案件

での共有も可能になってきた。しかし、定常作業においてはよ

り単純に、不定期な作業ではより柔軟に、と相反する処理を求

められることも多い。障害発生時などは未だに当社担当者によ

る特別オペレーションが必要となることはままある状況であり、

検討の余地は多い。基盤バッチの拡充はこれまで担当者が持っ

ていた特別対応のノウハウをプログラムという形で視覚化する

ことでもある。実運用からのフィードバックを元に、よりよい

基盤バッチの形を模索していきたい。

5. システム構築部門からのスムーズな引き継ぎ
　構築したシステムは、運用をお客さまの運用部門に引き継ぎ、

保守を当社の保守部門へ引き継ぐ。私たち構築部門としての

役割はこれで終了となり、以降は障害対応時のバックエンド

としてシステム運用に関わっていくことになる。本章では構

築したシステムをスムーズに運用部門あるいは保守部門に引

き継ぐための取り組みについて説明する。

5.1  当社パッケージ開発案件における運用サポート体制
　当社パッケージ開発案件において、開発フェーズでは大きく

2つの部門が関わっている（図１左側）。

　(１) パッケージ開発部門

　　　業務要件定義・アプリケーション開発

　(２) システム構築部門

　　　システム基盤の構築・運用設計

　サービス開始後の運用はお客さまが主体となり、以下のよう

な体制となる（図１右側）。

　(１) お客さまの運用部門

　　　日常のシステム運用・障害発生時の当社の保守部門へ　

　　　の連絡

　(２) 当社の保守部門

　　　サポート受付窓口・運用サポート・障害対応の提供

　(３) パッケージ開発部門/システム構築部門

　　　保守部門のバックエンドとしてサポートを提供

　サービス開始後の体制においてお客さまのシステム運用部門

から受け付けた情報は、保守部門・開発部門・構築部門の３部

門で密接に共有しており、システム改善のPDCAサイクルを

循環させられる体制を取っている。

6. おわりに
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3.1  システム基盤要件定義の特性
　システム基盤の要件定義ではシステムを構成するハード

ウェアやソフトウェアを確定し、それらのコンポーネントを

どのように組み合わせ、お客さまの環境で運用していくかを

確定させる。この要件定義はプロジェクトの最初期に行われ

るが、業務要件以上に綿密なヒアリングが欠かせない。その

理由はお客さまにより日常の運用や障害対応に求めるレベル

が大きく異なっているためである。運用について規定があり

そこに準拠するように求められるような場合と、システムの

運用ルールが標準化されておらず個別システムごとに運用方

法を検討するような場合とでは、同じような業務要件であっ

てもシステム基盤側の要件は大きく異なってくる。要件確認

段階でお客さまの運用レベルを十分に把握できないままだと、

お客さまの運用に乗せるため、障害時対応の検討やオペレー

タ依頼作業などといった面で当初に想定した以上の設計や手

順書を求められる場合も有り得る。一方、システム運用にあ

たっては検討すべき範囲が多岐におよぶため、お客さまの担

当者もシステム構築側と合意しておくべき事項が何なのかを

把握しきれないという現実もある。

3.2  要件定義のための標準ヒアリングシート
　そこで当事業部では基盤要件定義で確認すべき事項を網羅

したヒアリングシートを作成することにした。お客さまにこ

れらの質問に回答していただくことで、システム基盤の検討

に必要な事項がすべて洗い出せるというものである。ここで

問題となったのが質問事項の選定基準であったが、当事業部

ではこの質問を ITILのワークエリアから選定することとした。

ITILは ITシステム運用のベストプラクティスであり、ITILに準

拠して運用されているということは安定した運用に必要な事

項がすべて定義されていると考えたからである。実際にこの

ヒアリングシートを使用した要件定義では、お客さまから検

討事項の大きな漏れを指摘され、打ち合わせの場で慌てるよ

うなことがなくなった。一方、ヒアリング事項に対してお客

さまが明確な運用基準をお持ちでない場合には、よりよい運

用のためにどのような検討が必要なのかを提案できるように

なった。ITILをベースにしたことにより、ヒアリングシートが

お客さまの運用レベルを知るバロメータのように機能してい

るとも言える。

3.3  要件定義の手順
　具体的な要件定義の手順は次のようになる。要件定義で使

用する資料は主に３つある。「基盤基本設計書（要件定義の

成果物）サンプル」と「ヒアリングシート」、そしてプロジェクトを

通して行われるタスクの成果物と依存関係を説明した「タス

ク依存関係図」である。

　まず、タスク依存関係図と基盤基本設計書サンプルを使用

して要件定義段階で決定する事項とそのレベルについて認識

を共有する。その後、ヒアリングシートに従って要件を確認

していく。ヒアリングシートは1日程度の打ち合わせで要件を

ひととおりヒアリングできるボリュームになっており、シス

テム基盤構成や運用全体の整合性を保ちつつ要件を定義でき

るように配慮している。基盤基本設計書サンプルについては

当社が推奨するシステム運用の基本形が記載されており、細

かな運用ルールを定めていないお客さまに対しては運用方式

の提案書のように使用することもできる。ヒアリングシート

に対して回答をいただいた後はサンプルをベースに基本設計

書を作成し、お客さまに内容を確認していただく。基盤基本

設計の承認によりハードウェアやソフトウェア構成と基盤構

築作業内容が確定し、正式見積りの提示を経てメーカへの発注、

詳細設計書の作成が開始される。

3.4  これまでの成果と課題
　このヒアリングシートによる要件定義はこれまで4案件に対

して適用し、２案件についてはすでにリリースを終えている。

完了した案件においては、運用要件を初期段階できちんと合意

したことでお客さまがオペレータ要員計画をスムーズに実施す

ることができた点や、運用引き継ぎ段階でバッチやマニュアル

の追加が突発的に発生することがなかった点が効果的であった。

　今後の課題としては要件定義を実施できる要員の増強と各種

成果物の継続的な改善が挙げられる。ヒアリングシートの使用

によりお客さまが運用に求める要件を聞き出すことはできるよ

うになったが、それだけでは完全ではない。実際の運用現場の

様子は回答の端々に断片的に現われてくるが、システム基盤構

築経験があるメンバーがヒアリングしないと実運用上の問題点

を見落としてしまい、実際には運用しづらい要件となってしま

う恐れがある。こういった文書化しづらい点についても対応で

きるよう改善を進めていくことを考えている。

5.2  システム運用部門・保守部門への引き継ぎ
　システムの開発が終わり、無事にカットオーバーを迎えると、

システムは開発者の手から離れる。カットオーバー間際には

引き継ぎ自体は終えていても、運用部門がそのシステムに慣

れるまでは混乱やそれによる運用品質の低下が発生する場合

がままある。具体的にはオペレーションにかかる時間の増大

や障害発生時の対応手順の確認に時間がかかるといったことが

ある。こういった問題は運用マニュアルなどの引き継ぎドキュ

メントの整備だけではなく、人から人への引き継ぎを確実に行

うことが重要であることを示している。当事業部では構築部門

の構築担当者から実際の運用を担当するお客さまの運用部門担

当者に対し運用説明会を行い、その中で実際の運用手順を実施

いただくというある種のオペレータへの研修サービスを提供し

ている。さらにお客さまから直接連絡を受ける保守部門に対し

ても、引き継ぎのための説明会を行っている。本章ではこれら

の具体的な取組内容について述べる。

(１) システム運用部門への引き継ぎ

　　　当社パッケージを構築した場合、日々のシステム運用は当

　　社のシステム構築部門から、お客さまのシステム運用部門へ

　　引き継いで運用していただく。引き継ぎ先は同じシステム部

　　門でも、要件定義や設計を一緒に進めてきた担当者ではなく、

　　現場の運用担当者（オペレータ）への引き継ぎが主となる。

　　引き継ぎの目的は実際にシステムを運用するための一連の

　　手順を実施できるようになることであるため、現場で運用マ

　　ニュアルを用いて実際にシステムを操作していただく。説明

　　のポイントとしてはオペレータが日々実施する操作や、障害

　　時のエスカレーション手続きなどを具体的に明確に説明する

　　ことである。ここで配慮すべきはお客さまによってシステム

　　運用の体制やスキルレベルなどがさまざまであることである。

　　そのため説明の内容やレベルはできるだけお客さまの状況

　　に合わせ、きちんとオペレータが作業を実施できるように説

　　明を工夫している。構築という視点から説明会で最も重要な

　　のはオペレータと直接やり取りして得られる情報である。オ

　　ペレータからは他のシステムも含めた実際の運用を効率よ

　　く行うための意見をいただくことが多く、これらの意見をお

　　客さまのシステム部門へフィードバックすることでより効率

　　のよい運用が行われる場合もある。

　　　新規のシステムが既存の運用体制にスムーズに入ってい

　　けない場合、オペレータが何らかの手作業を行うことになるが、

　　そういった場合は彼らの負荷は極端に増加する。また、人手

　　が多く介入するシステムでは運用品質の維持が難しい。ITIL

　　を組み込んだ最適な運用設計をし、できうる限りの自動化を

　　施したシステムが最終的に 面倒くさい システムとしてその

　　運用のスタートを切らないよう、構築から運用へとシステム

　　を受け渡す引き継ぎを我々は重要視し、その改善に取り組んで

　　いる。

(２) 保守部門への引き継ぎ

　　　運用の開始と同時に保守部門での運用サポートサービス

　　が始まる。保守部門の役割は問い合わせを処理するだけの

　　ヘルプデスクにとどまらない。ITILでいうサービスデスクとし

　　て機能し、お客さま、開発部門と連携しながら、インシデント

　　管理、構成管理、変更管理、リリース管理を実施し、締結した

　　サービスレベルの維持、向上を行っていく役割を担う。その

　　ため、引き継ぎにおいてはサービスレベルや、システムの構

　　成はもちろん、お客さまの雰囲気やパッケージに関する考え

　　方なども含めて説明する。説明会には開発部門、構築部門そ

　　れぞれのリーダーだけでなく、業務バッチの作成担当者など

　　も含め、システムに関わるメンバーは可能な限り参加する。

　　構築中に発生した種々の問題やお客さまの考え方なども保

　　守部門へ伝えることで、システムのお守りだけを依頼するの

　　ではなく、構築から引き続いてシステムを動かしていくのだ

　　という目的意識を共有している。

　　　このほか、運用設計やマニュアル作成といった構築中の作

　　業にも積極的に保守部門にレビューを依頼し、設計、開発

　　フェーズからの運用連携を実践している。たとえばシステム

　　のサービス継続性はアーキテクチャとして担保できる箇所と、

　　システム化できずに保守部門で対応する必要がある箇所に

　　分けられる。こういった点についてどこまでシステム側で担

　　保する必要があるのか、構築側の意見だけではなく保守側の

　　意見も元にアーキテクチャを決定している。

5.3  レベルアップを目指して
　ITILは中長期的なシステム運用の中で、システム運用の継続

的改善を実現するためのガイドラインである。一定レベルの運

用水準を目標とした基盤構築・運用設計手法は標準化できたが、

よりレベルアップしていくためには、実際の運用フェーズにお

いてお客さま・保守部門・構築部門が三位一体となって運用品

質向上のPDCAサイクルを循環させていくことが欠かせない。

その最初の一歩が開発から運用への引き継ぎである。ここで述べ

た引き継ぎ改善への取り組みは、まだ始まったばかりである。今後

は保守部門と構築部門でのサポート情報共有とノウハウ体系化を

進め、より高い運用サービスを提供していきたいと考えている。

　お客さまとシステム基盤の設計について検討するとき、シ

ステムの構成や運用ツールの機能選定から検討が始まってしま

う場合がある。本来、最初に検討すべきはお客さまのビジネス

目標と許容されるダウンタイム、運用のために準備できる体制

等のサービスレベルであ。システム構成や運用ツールは、それ

らを満たすための後付けにすぎないということをつい忘れがち

である。

　安定したシステム運用のためには、それ単体で安定稼働する

システム基盤をお納めすればよいだけではない。お客さま運用

部門の日々の業務でどのように使われるかを理解し、運用設計

を行う必要がある。業務システムのアプリケーションがお客さ

まのコア業務を改善するために存在するように、システム基盤

は運用部門の業務を改善するために存在する。システム基盤は

単にアプリケーションのプラットフォームだけではなく、業務

改善の一部にもなるのだという意識を持ち、今後も「きちんと

運用できるシステム基盤」を目指していきたい。

表２  基盤バッチ化される定型処理例

複雑なコマンドを伴うクラスタの操作を容易に行えるようにする。
稼働状態の確認や、稼働系・待機系を切り替える。

処理名 　　　　　　　　　　機能

ログ整理

性能情報取得

サービス起動停止

データバックアップ

ログの一括取得

パスワード一括変更

クラスタ制御

OSや各種ミドルウェアが出力するログをバックアップする。
また、不要になったバックアップファイルを削除する。

データベースやアプリケーションサーバの性能情報を一定期間
分保存する。

データベースやアプリケーションサーバなど複数のプロセスから
なるサービスをまとめて起動・停止する。

共有ディスクをマウントし、データベースのデータをテープメディア
にバックアップする。

障害発生時に複数サーバの主要ログを一括して収集し、アー
カイブする。

ランダムパスワードを生成し、複数サーバの複数アカウントに対
して一括設定する。
併せてパスワード一覧をテキストファイルで作成する。

 

システムの運用

開発フェーズ 運用フェーズ

お客さま

インテック インテック

運用部門

保守部門パッケージ
開発部門

システム
構築部門

HW/SWベンダ

パッケージ
開発部門

システム
構築部門

引き継ぎ

引
き
継
ぎ

図１　当社パッケージの開発および保守体制
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1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

2. 運用設計についての課題と施策

3. ＩTILをベースとした要件定義
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図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ
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●現行システムの課題

アプリケーションごとに構築されたサーバーの乱立

部分最適によるTCOの増大

脆弱なセキュリティ基盤

複雑化したシステムが負担

企業統合、事業統合などでのシステム統合

●課題の解決

TCOの削減（最適化）

柔軟ななセキュリティ基盤

強固なセキュリティ基盤

統合されたシンプルなIT基盤

　システムの運用方法は業務プロセスと同様にお客さまの社

内文化を強く反映しており、あるお客さまで有効だった方法

が別のお客さまでは役に立たないという場合が多々存在する。

さらに ITシステムの要件定義段階では運用イメージがつかみ

にくく、構築を進めるにつれて詳細が明らかになることも多い。

私たちがそれまで担当した同様のシステムでは構築の終盤に

なって運用で対処すべき事項が増えた結果、後からオペレー

タによる作業が予想以上に増えたり、運用マニュアルが複雑

化したりすることがしばしば見られた。こういった後追いの

対処は構築の終盤になってから大きな変更が入ることになり、

確認すべき事項が増大したり十分なテストが実施しにくかった

りするといった問題もあった。

　これらの問題を解決するため、システム基盤の構築時に実施

すべき３つの施策を考えた。1つ目は、システム基盤設計を抜

け漏れなく進めるための標準要件定義手法策定である。本来、

システム基盤はアプリケーション層に対して共通のプラット

フォームを提供するものであり、標準化・共通化による品質向

上が見込みやすい領域である。しかし、お客さまによって運用

に対する要件が大きく異なることが、標準化・共通化を阻害

していた。そこで、お客さまが ITILに沿って運用されている

（最も運用レベルが高い）場合を想定し、その時に必要となる

設計内容・運用項目を要件定義で確認するようにした。

　２つ目は、最初から「誰がいつ何をどのようにするのか」運

用項目として定義し、定型化しておくことである。業務アプリ

ケーションや業務バッチを除くと、システム基盤として実施す

べき運用項目は、システムによってそれほど大きく変わるもの

ではない。そこで運用上必要となる作業を基盤バッチという形

で事前に定型化することで、作業時間の短縮や実運用でのオペ

レーションミスの削減（複雑なコマンドやOSのコマンドを直

接実行することの排除）を行った。

　３つ目は、運用マニュアルの記述レベルや内容を目次やサン

プルで事前に合意しておくことである。すでに別のシステムを

運用されておられるお客さまは、ドキュメントについても既存

システムのレベルをベースにと考えておられることが多い。提

供したドキュメントのレベルが既存マニュアルと大きく異なっ

ていると、運用開始前後で混乱を生じることになる。構築の初

期段階から記述レベルを合意しておくことで、運用引き継ぎ段

階での混乱をなくすことを目指した。

　以下、これらの施策について具体的に解説する。

概要
　2008年4月に施行された日本版SOX法ではIT全般統制についての監査が必要となり、法制面からもITILをはじ

めとしたITシステムの運用方式について明確な理由と説明が必要な状況となっている。しかし近年のITシステム開

発では、アーキテクチャや機能設計に主眼が置かれ、運用設計がなおざりになっていることが多い。その結果、シス

テムのリリース後になってあわてて作業手順を整備するなど、運用設計の不備により運用が混乱する場面が散見

されている。

　当事業部では「きちんと運用できるシステム基盤の構築」をテーマとして、設計初期段階から運用フェーズの品

質を作り込むことに取り組んでいる。本稿では取り組みの具体例として、 ITILをベースとした要件定義、 運用

手順を標準化する基盤バッチの作成、 お客さまおよび当社保守部門へのスムーズな引き継ぎ、の3つを紹介する。

特
集

特
集

特
集

　ITシステムは構築することによってではなく、それを運用

することによって、初めてお客さまのビジネスにとって価値

あるものとなる。システム基盤やアプリケーションからなる

システム全体の価値を引き出す鍵は運用フェーズに掛かって

いるとしても過言ではない。

　管理された運用業務のもと、システムが持つビジネス継続

性を高いレベルで維持、すなわちシステムを高い品質で運用

し続けるには、構築フェーズにおける運用品質の作り込みや

実運用への確かな引き継ぎ、そして運用フェーズでの継続し

た品質改善の仕組みが欠かせない。

　近年のシステム基盤は多くのコンポーネントの複雑な組み

合わせによって構築されている。このため、アーキテクチャ

や機能設計に主眼が置かれ、システムをどのように動かして

いくかを定める運用設計がなおざりになっているケースが多い。

その結果、運用開始後になってシステムと運用者の隙間を補

完する運用マニュアルが必要になったり、手順の不備から実

施すべき確認事項が実施されず、デグレード等の障害を招い

たりしている。一方、２００８年４月に施行された日本版SOX法

では IT全般統制についての監査が必要となり、法制面からも

ITシステムの運用について、適切に運用できることを説明す

る必要が出てきている。

　当事業部では運用の品質の高いシステム基盤を構築するため、

当社の運用プロセス標準である IP３/OPS (文献[１]) をベース

としてシステム基盤を構築している。IP３/OPSは「情報シス

テムの運用設計は良い計画と正しい設計・構築で決定される」

というコンセプトによって作成されたITIL (IT Infrastructure 

Library) に準拠している。IP３/OPS自体はフレームワークで

あるため、プロジェクトに応じたテーラリングが必要であるが、

ここでは当事業部で実際に行った銀行様向け高信頼システムの

基盤構築での取り組みについて述べる。

図1　サーバー統合のイメージ

夜間バッチ　　生産

アプリケーションごとに
個別最適化された環境

全体最適化された統合環境で
アプリケーションが稼働

経理　　人事　　営業

経理　人事　営業　生産
夜間
バッチ

表1　ヒアリング項目の一覧

4. 基盤バッチによる運用手順の標準化
4.1  基盤バッチとは
　単に「バッチ」といえばOSのコマンドを決まった順で実行

するよう記述されたプログラムの一種である。「基盤バッチ」

は「システムを安定運用させるために必要となる一連の操作

をプログラム化したもの」を指す。日常のシステム運用では

表2に示すように、定期的に発生する固定の処理が多くある。

オペレータの負担を減らすため、それらの処理は何らかの手

段を用いて自動化を図ることが求められるが、特に複数のコ

ンポーネントをまたがって処理する場合、基盤バッチを用い

てコンポーネント間の連携作業を自動化する必要が出てくる。

基盤バッチは各種コンポーネントの隙間を埋めて1つの自動運

用可能な仕組みを作る、運用における接着剤のような役割を

担っている。

4.2  運用手順標準化の例
　運用手順を基盤バッチで標準化した例として障害回復作業、

障害時調査作業、定期パスワード変更作業について説明する。

(1) 障害回復作業

　　　システムに障害が発生すると安定運用中は使用しない特

　　別な作業が必要となる。それらの作業は、オペレータなど

　　必ずしもシステムを熟知しているわけではない人員が行う

　　ということと、作業を迅速かつ正確に実施する必要がある

　　ということの２つの課題がある。慣れていない作業ではオ

　　ペレーションミスによる二次障害の可能性が大きく、オペ

　　レータにプレッシャーを与える。実施手順がバッチ化に

　　よって標準化されており、過去にテスト済みであるとい

　　う点はオペレータに大きな安心感を与える。そのため、あ

　　らかじめ想定できる範囲で障害対応のための基盤バッチを

　　作成しておくことは重要である。

　　　たとえば、サービスがダウンしたときの一次対応として

　　サービスを起動･停止するためのバッチがある。監視機構

　　など、主要でないサービスが停止したときの一次対応とし

　　てサービスを再起動して回復を図る作業である。ミドル

　　ウェアによっては多数のプロセスによって1つのサービス

　　を提供している場合があり、安全に再起動するためにはミ

　　ドルウェアに対する習熟とコマンド実行確認のための時間

　　が必要となる。しかし、一連の操作を自動化する基盤バッ

　　チが用意されていればオペレータは1つのコマンドを実行

　　するだけで一連の対応を安全かつ迅速に実施することがで

　　きる。

(2) 障害時調査作業

　　　障害発生後にはシステムのログを収集し、状況の確認や

　　根本原因の調査を行う必要がある。しかしこのログ収集を

　　手作業で行うと取得に時間がかかったり、取得漏れが発生

　　したりする可能性がある。そこで全サーバのシステムログ

　　をコマンド1つで一括して取得する基盤バッチを用意して

　　いる。障害発生時は第一報に加えてこの基盤バッチの実行

　　結果（ログファイルのアーカイブ）送付も依頼している。

　　その結果、障害発生の連絡と共にログを入手することが可

　　能となり、一次切り分け完了までにかかる時間を大幅に短

　　くすることに成功している。

(3) 定期パスワード変更作業

　　　「システム運用開始後パスワードは３か月に1回変更する」

　　などお客さまにてルールを定めていることが多いが、OSや

　　ミドルウェアなどを含めると管理対象となるパスワードは数

　　十にも達することがある。これだけ多くのパスワードを定期

　　的に変更するのは運用面で大きな負担になり、結果としてパ

　　スワード変更運用が行われなくなってしまう場合がある。こ

　　れを防ぐため、パスワードを一括変更する基盤バッチを用意

　　している。このバッチは、各サーバやミドルウェアに対してラ

　　ンダムなパスワードの自動生成と設定、パスワードリストファ

　　イルの作成を行うものである。手作業で行った場合に比べ、

　　運用時間の短縮、恣意的なパスワードの排除、管理用資料

　　の自動作成等、多くの面でメリットが得られている。

4.3  基盤バッチによる運用品質の作り込み
　4.2節で紹介したパスワードを一括変更するバッチのように、

運用作業を省力化する仕組みの必要性は構築担当者の視点から

ではなかなか見出すことができず、運用開始間際になってお客

さまやオペレータから追加要望として作成依頼が出されること

が多い。その結果、リリースまでの短期間でこれらの仕組みを

作らなければならなかったり、当初見積りの範囲内で無理に基

盤バッチを作成する必要があったりといった場面が多くみられ

た。高い運用品質（使いやすく、間違えない）を設計の段階か

ら作り込むには、設計初期段階から基盤バッチの有効活用を視

野に入れ「運用作業を標準化・効率化すべき点はないか」と検

討することが必要である。

　この検討を具体的に進めるため、当事業部では基本設計の終

盤において「運用項目一覧」を作成し、その内容をお客さまと

合意するようにしている。「運用項目一覧」ではシステムの運

用あるいは障害対応のときにどのような作業が発生するのか、

何が自動化でき、手動で実施する場合の役割分担はどのように

なるのかを記載している。運用項目一覧の検討を通してお客さ

まは他システムの運用状況も振り返ることになり、新しく導入

するシステムで省力化を図るべき作業がないか、すなわち基盤

バッチを作成すべき作業がないかをこの段階で把握するように

している。

　基盤バッチについてはようやく設計が標準化され、複数案件

での共有も可能になってきた。しかし、定常作業においてはよ

り単純に、不定期な作業ではより柔軟に、と相反する処理を求

められることも多い。障害発生時などは未だに当社担当者によ

る特別オペレーションが必要となることはままある状況であり、

検討の余地は多い。基盤バッチの拡充はこれまで担当者が持っ

ていた特別対応のノウハウをプログラムという形で視覚化する

ことでもある。実運用からのフィードバックを元に、よりよい

基盤バッチの形を模索していきたい。

5. システム構築部門からのスムーズな引き継ぎ
　構築したシステムは、運用をお客さまの運用部門に引き継ぎ、

保守を当社の保守部門へ引き継ぐ。私たち構築部門としての

役割はこれで終了となり、以降は障害対応時のバックエンド

としてシステム運用に関わっていくことになる。本章では構

築したシステムをスムーズに運用部門あるいは保守部門に引

き継ぐための取り組みについて説明する。

5.1  当社パッケージ開発案件における運用サポート体制
　当社パッケージ開発案件において、開発フェーズでは大きく

2つの部門が関わっている（図１左側）。

　(１) パッケージ開発部門

　　　業務要件定義・アプリケーション開発

　(２) システム構築部門

　　　システム基盤の構築・運用設計

　サービス開始後の運用はお客さまが主体となり、以下のよう

な体制となる（図１右側）。

　(１) お客さまの運用部門

　　　日常のシステム運用・障害発生時の当社の保守部門へ　

　　　の連絡

　(２) 当社の保守部門

　　　サポート受付窓口・運用サポート・障害対応の提供

　(３) パッケージ開発部門/システム構築部門

　　　保守部門のバックエンドとしてサポートを提供

　サービス開始後の体制においてお客さまのシステム運用部門

から受け付けた情報は、保守部門・開発部門・構築部門の３部

門で密接に共有しており、システム改善のPDCAサイクルを

循環させられる体制を取っている。

6. おわりに
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3.1  システム基盤要件定義の特性
　システム基盤の要件定義ではシステムを構成するハード

ウェアやソフトウェアを確定し、それらのコンポーネントを

どのように組み合わせ、お客さまの環境で運用していくかを

確定させる。この要件定義はプロジェクトの最初期に行われ

るが、業務要件以上に綿密なヒアリングが欠かせない。その

理由はお客さまにより日常の運用や障害対応に求めるレベル

が大きく異なっているためである。運用について規定があり

そこに準拠するように求められるような場合と、システムの

運用ルールが標準化されておらず個別システムごとに運用方

法を検討するような場合とでは、同じような業務要件であっ

てもシステム基盤側の要件は大きく異なってくる。要件確認

段階でお客さまの運用レベルを十分に把握できないままだと、

お客さまの運用に乗せるため、障害時対応の検討やオペレー

タ依頼作業などといった面で当初に想定した以上の設計や手

順書を求められる場合も有り得る。一方、システム運用にあ

たっては検討すべき範囲が多岐におよぶため、お客さまの担

当者もシステム構築側と合意しておくべき事項が何なのかを

把握しきれないという現実もある。

3.2  要件定義のための標準ヒアリングシート
　そこで当事業部では基盤要件定義で確認すべき事項を網羅

したヒアリングシートを作成することにした。お客さまにこ

れらの質問に回答していただくことで、システム基盤の検討

に必要な事項がすべて洗い出せるというものである。ここで

問題となったのが質問事項の選定基準であったが、当事業部

ではこの質問を ITILのワークエリアから選定することとした。

ITILは ITシステム運用のベストプラクティスであり、ITILに準

拠して運用されているということは安定した運用に必要な事

項がすべて定義されていると考えたからである。実際にこの

ヒアリングシートを使用した要件定義では、お客さまから検

討事項の大きな漏れを指摘され、打ち合わせの場で慌てるよ

うなことがなくなった。一方、ヒアリング事項に対してお客

さまが明確な運用基準をお持ちでない場合には、よりよい運

用のためにどのような検討が必要なのかを提案できるように

なった。ITILをベースにしたことにより、ヒアリングシートが

お客さまの運用レベルを知るバロメータのように機能してい

るとも言える。

3.3  要件定義の手順
　具体的な要件定義の手順は次のようになる。要件定義で使

用する資料は主に３つある。「基盤基本設計書（要件定義の

成果物）サンプル」と「ヒアリングシート」、そしてプロジェクトを

通して行われるタスクの成果物と依存関係を説明した「タス

ク依存関係図」である。

　まず、タスク依存関係図と基盤基本設計書サンプルを使用

して要件定義段階で決定する事項とそのレベルについて認識

を共有する。その後、ヒアリングシートに従って要件を確認

していく。ヒアリングシートは1日程度の打ち合わせで要件を

ひととおりヒアリングできるボリュームになっており、シス

テム基盤構成や運用全体の整合性を保ちつつ要件を定義でき

るように配慮している。基盤基本設計書サンプルについては

当社が推奨するシステム運用の基本形が記載されており、細

かな運用ルールを定めていないお客さまに対しては運用方式

の提案書のように使用することもできる。ヒアリングシート

に対して回答をいただいた後はサンプルをベースに基本設計

書を作成し、お客さまに内容を確認していただく。基盤基本

設計の承認によりハードウェアやソフトウェア構成と基盤構

築作業内容が確定し、正式見積りの提示を経てメーカへの発注、

詳細設計書の作成が開始される。

3.4  これまでの成果と課題
　このヒアリングシートによる要件定義はこれまで4案件に対

して適用し、２案件についてはすでにリリースを終えている。

完了した案件においては、運用要件を初期段階できちんと合意

したことでお客さまがオペレータ要員計画をスムーズに実施す

ることができた点や、運用引き継ぎ段階でバッチやマニュアル

の追加が突発的に発生することがなかった点が効果的であった。

　今後の課題としては要件定義を実施できる要員の増強と各種

成果物の継続的な改善が挙げられる。ヒアリングシートの使用

によりお客さまが運用に求める要件を聞き出すことはできるよ

うになったが、それだけでは完全ではない。実際の運用現場の

様子は回答の端々に断片的に現われてくるが、システム基盤構

築経験があるメンバーがヒアリングしないと実運用上の問題点

を見落としてしまい、実際には運用しづらい要件となってしま

う恐れがある。こういった文書化しづらい点についても対応で

きるよう改善を進めていくことを考えている。

5.2  システム運用部門・保守部門への引き継ぎ
　システムの開発が終わり、無事にカットオーバーを迎えると、

システムは開発者の手から離れる。カットオーバー間際には

引き継ぎ自体は終えていても、運用部門がそのシステムに慣

れるまでは混乱やそれによる運用品質の低下が発生する場合

がままある。具体的にはオペレーションにかかる時間の増大

や障害発生時の対応手順の確認に時間がかかるといったことが

ある。こういった問題は運用マニュアルなどの引き継ぎドキュ

メントの整備だけではなく、人から人への引き継ぎを確実に行

うことが重要であることを示している。当事業部では構築部門

の構築担当者から実際の運用を担当するお客さまの運用部門担

当者に対し運用説明会を行い、その中で実際の運用手順を実施

いただくというある種のオペレータへの研修サービスを提供し

ている。さらにお客さまから直接連絡を受ける保守部門に対し

ても、引き継ぎのための説明会を行っている。本章ではこれら

の具体的な取組内容について述べる。

(１) システム運用部門への引き継ぎ

　　　当社パッケージを構築した場合、日々のシステム運用は当

　　社のシステム構築部門から、お客さまのシステム運用部門へ

　　引き継いで運用していただく。引き継ぎ先は同じシステム部

　　門でも、要件定義や設計を一緒に進めてきた担当者ではなく、

　　現場の運用担当者（オペレータ）への引き継ぎが主となる。

　　引き継ぎの目的は実際にシステムを運用するための一連の

　　手順を実施できるようになることであるため、現場で運用マ

　　ニュアルを用いて実際にシステムを操作していただく。説明

　　のポイントとしてはオペレータが日々実施する操作や、障害

　　時のエスカレーション手続きなどを具体的に明確に説明する

　　ことである。ここで配慮すべきはお客さまによってシステム

　　運用の体制やスキルレベルなどがさまざまであることである。

　　そのため説明の内容やレベルはできるだけお客さまの状況

　　に合わせ、きちんとオペレータが作業を実施できるように説

　　明を工夫している。構築という視点から説明会で最も重要な

　　のはオペレータと直接やり取りして得られる情報である。オ

　　ペレータからは他のシステムも含めた実際の運用を効率よ

　　く行うための意見をいただくことが多く、これらの意見をお

　　客さまのシステム部門へフィードバックすることでより効率

　　のよい運用が行われる場合もある。

　　　新規のシステムが既存の運用体制にスムーズに入ってい

　　けない場合、オペレータが何らかの手作業を行うことになるが、

　　そういった場合は彼らの負荷は極端に増加する。また、人手

　　が多く介入するシステムでは運用品質の維持が難しい。ITIL

　　を組み込んだ最適な運用設計をし、できうる限りの自動化を

　　施したシステムが最終的に 面倒くさい システムとしてその

　　運用のスタートを切らないよう、構築から運用へとシステム

　　を受け渡す引き継ぎを我々は重要視し、その改善に取り組んで

　　いる。

(２) 保守部門への引き継ぎ

　　　運用の開始と同時に保守部門での運用サポートサービス

　　が始まる。保守部門の役割は問い合わせを処理するだけの

　　ヘルプデスクにとどまらない。ITILでいうサービスデスクとし

　　て機能し、お客さま、開発部門と連携しながら、インシデント

　　管理、構成管理、変更管理、リリース管理を実施し、締結した

　　サービスレベルの維持、向上を行っていく役割を担う。その

　　ため、引き継ぎにおいてはサービスレベルや、システムの構

　　成はもちろん、お客さまの雰囲気やパッケージに関する考え

　　方なども含めて説明する。説明会には開発部門、構築部門そ

　　れぞれのリーダーだけでなく、業務バッチの作成担当者など

　　も含め、システムに関わるメンバーは可能な限り参加する。

　　構築中に発生した種々の問題やお客さまの考え方なども保

　　守部門へ伝えることで、システムのお守りだけを依頼するの

　　ではなく、構築から引き続いてシステムを動かしていくのだ

　　という目的意識を共有している。

　　　このほか、運用設計やマニュアル作成といった構築中の作

　　業にも積極的に保守部門にレビューを依頼し、設計、開発

　　フェーズからの運用連携を実践している。たとえばシステム

　　のサービス継続性はアーキテクチャとして担保できる箇所と、

　　システム化できずに保守部門で対応する必要がある箇所に

　　分けられる。こういった点についてどこまでシステム側で担

　　保する必要があるのか、構築側の意見だけではなく保守側の

　　意見も元にアーキテクチャを決定している。

5.3  レベルアップを目指して
　ITILは中長期的なシステム運用の中で、システム運用の継続

的改善を実現するためのガイドラインである。一定レベルの運

用水準を目標とした基盤構築・運用設計手法は標準化できたが、

よりレベルアップしていくためには、実際の運用フェーズにお

いてお客さま・保守部門・構築部門が三位一体となって運用品

質向上のPDCAサイクルを循環させていくことが欠かせない。

その最初の一歩が開発から運用への引き継ぎである。ここで述べ

た引き継ぎ改善への取り組みは、まだ始まったばかりである。今後

は保守部門と構築部門でのサポート情報共有とノウハウ体系化を

進め、より高い運用サービスを提供していきたいと考えている。

　お客さまとシステム基盤の設計について検討するとき、シ

ステムの構成や運用ツールの機能選定から検討が始まってしま

う場合がある。本来、最初に検討すべきはお客さまのビジネス

目標と許容されるダウンタイム、運用のために準備できる体制

等のサービスレベルであ。システム構成や運用ツールは、それ

らを満たすための後付けにすぎないということをつい忘れがち

である。

　安定したシステム運用のためには、それ単体で安定稼働する

システム基盤をお納めすればよいだけではない。お客さま運用

部門の日々の業務でどのように使われるかを理解し、運用設計

を行う必要がある。業務システムのアプリケーションがお客さ

まのコア業務を改善するために存在するように、システム基盤

は運用部門の業務を改善するために存在する。システム基盤は

単にアプリケーションのプラットフォームだけではなく、業務

改善の一部にもなるのだという意識を持ち、今後も「きちんと

運用できるシステム基盤」を目指していきたい。

表２  基盤バッチ化される定型処理例

複雑なコマンドを伴うクラスタの操作を容易に行えるようにする。
稼働状態の確認や、稼働系・待機系を切り替える。

処理名 　　　　　　　　　　機能

ログ整理

性能情報取得

サービス起動停止

データバックアップ

ログの一括取得

パスワード一括変更

クラスタ制御

OSや各種ミドルウェアが出力するログをバックアップする。
また、不要になったバックアップファイルを削除する。

データベースやアプリケーションサーバの性能情報を一定期間
分保存する。

データベースやアプリケーションサーバなど複数のプロセスから
なるサービスをまとめて起動・停止する。

共有ディスクをマウントし、データベースのデータをテープメディア
にバックアップする。

障害発生時に複数サーバの主要ログを一括して収集し、アー
カイブする。

ランダムパスワードを生成し、複数サーバの複数アカウントに対
して一括設定する。
併せてパスワード一覧をテキストファイルで作成する。
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　システムの運用方法は業務プロセスと同様にお客さまの社

内文化を強く反映しており、あるお客さまで有効だった方法

が別のお客さまでは役に立たないという場合が多々存在する。

さらに ITシステムの要件定義段階では運用イメージがつかみ

にくく、構築を進めるにつれて詳細が明らかになることも多い。

私たちがそれまで担当した同様のシステムでは構築の終盤に

なって運用で対処すべき事項が増えた結果、後からオペレー

タによる作業が予想以上に増えたり、運用マニュアルが複雑

化したりすることがしばしば見られた。こういった後追いの

対処は構築の終盤になってから大きな変更が入ることになり、

確認すべき事項が増大したり十分なテストが実施しにくかった

りするといった問題もあった。

　これらの問題を解決するため、システム基盤の構築時に実施

すべき３つの施策を考えた。1つ目は、システム基盤設計を抜

け漏れなく進めるための標準要件定義手法策定である。本来、

システム基盤はアプリケーション層に対して共通のプラット

フォームを提供するものであり、標準化・共通化による品質向

上が見込みやすい領域である。しかし、お客さまによって運用

に対する要件が大きく異なることが、標準化・共通化を阻害

していた。そこで、お客さまが ITILに沿って運用されている

（最も運用レベルが高い）場合を想定し、その時に必要となる

設計内容・運用項目を要件定義で確認するようにした。

　２つ目は、最初から「誰がいつ何をどのようにするのか」運

用項目として定義し、定型化しておくことである。業務アプリ

ケーションや業務バッチを除くと、システム基盤として実施す

べき運用項目は、システムによってそれほど大きく変わるもの

ではない。そこで運用上必要となる作業を基盤バッチという形

で事前に定型化することで、作業時間の短縮や実運用でのオペ

レーションミスの削減（複雑なコマンドやOSのコマンドを直

接実行することの排除）を行った。

　３つ目は、運用マニュアルの記述レベルや内容を目次やサン

プルで事前に合意しておくことである。すでに別のシステムを

運用されておられるお客さまは、ドキュメントについても既存

システムのレベルをベースにと考えておられることが多い。提

供したドキュメントのレベルが既存マニュアルと大きく異なっ

ていると、運用開始前後で混乱を生じることになる。構築の初

期段階から記述レベルを合意しておくことで、運用引き継ぎ段

階での混乱をなくすことを目指した。

　以下、これらの施策について具体的に解説する。

概要
　2008年4月に施行された日本版SOX法ではIT全般統制についての監査が必要となり、法制面からもITILをはじ

めとしたITシステムの運用方式について明確な理由と説明が必要な状況となっている。しかし近年のITシステム開

発では、アーキテクチャや機能設計に主眼が置かれ、運用設計がなおざりになっていることが多い。その結果、シス

テムのリリース後になってあわてて作業手順を整備するなど、運用設計の不備により運用が混乱する場面が散見

されている。

　当事業部では「きちんと運用できるシステム基盤の構築」をテーマとして、設計初期段階から運用フェーズの品

質を作り込むことに取り組んでいる。本稿では取り組みの具体例として、 ITILをベースとした要件定義、 運用

手順を標準化する基盤バッチの作成、 お客さまおよび当社保守部門へのスムーズな引き継ぎ、の3つを紹介する。
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　ITシステムは構築することによってではなく、それを運用

することによって、初めてお客さまのビジネスにとって価値

あるものとなる。システム基盤やアプリケーションからなる

システム全体の価値を引き出す鍵は運用フェーズに掛かって

いるとしても過言ではない。

　管理された運用業務のもと、システムが持つビジネス継続

性を高いレベルで維持、すなわちシステムを高い品質で運用

し続けるには、構築フェーズにおける運用品質の作り込みや

実運用への確かな引き継ぎ、そして運用フェーズでの継続し

た品質改善の仕組みが欠かせない。

　近年のシステム基盤は多くのコンポーネントの複雑な組み

合わせによって構築されている。このため、アーキテクチャ

や機能設計に主眼が置かれ、システムをどのように動かして

いくかを定める運用設計がなおざりになっているケースが多い。

その結果、運用開始後になってシステムと運用者の隙間を補

完する運用マニュアルが必要になったり、手順の不備から実

施すべき確認事項が実施されず、デグレード等の障害を招い

たりしている。一方、２００８年４月に施行された日本版SOX法

では IT全般統制についての監査が必要となり、法制面からも

ITシステムの運用について、適切に運用できることを説明す

る必要が出てきている。

　当事業部では運用の品質の高いシステム基盤を構築するため、

当社の運用プロセス標準である IP３/OPS (文献[１]) をベース

としてシステム基盤を構築している。IP３/OPSは「情報シス

テムの運用設計は良い計画と正しい設計・構築で決定される」

というコンセプトによって作成されたITIL (IT Infrastructure 

Library) に準拠している。IP３/OPS自体はフレームワークで

あるため、プロジェクトに応じたテーラリングが必要であるが、

ここでは当事業部で実際に行った銀行様向け高信頼システムの

基盤構築での取り組みについて述べる。

図1　サーバー統合のイメージ
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表1　ヒアリング項目の一覧

4. 基盤バッチによる運用手順の標準化
4.1  基盤バッチとは
　単に「バッチ」といえばOSのコマンドを決まった順で実行

するよう記述されたプログラムの一種である。「基盤バッチ」

は「システムを安定運用させるために必要となる一連の操作

をプログラム化したもの」を指す。日常のシステム運用では

表2に示すように、定期的に発生する固定の処理が多くある。

オペレータの負担を減らすため、それらの処理は何らかの手

段を用いて自動化を図ることが求められるが、特に複数のコ

ンポーネントをまたがって処理する場合、基盤バッチを用い

てコンポーネント間の連携作業を自動化する必要が出てくる。

基盤バッチは各種コンポーネントの隙間を埋めて1つの自動運

用可能な仕組みを作る、運用における接着剤のような役割を

担っている。

4.2  運用手順標準化の例
　運用手順を基盤バッチで標準化した例として障害回復作業、

障害時調査作業、定期パスワード変更作業について説明する。

(1) 障害回復作業

　　　システムに障害が発生すると安定運用中は使用しない特

　　別な作業が必要となる。それらの作業は、オペレータなど

　　必ずしもシステムを熟知しているわけではない人員が行う

　　ということと、作業を迅速かつ正確に実施する必要がある

　　ということの２つの課題がある。慣れていない作業ではオ

　　ペレーションミスによる二次障害の可能性が大きく、オペ

　　レータにプレッシャーを与える。実施手順がバッチ化に

　　よって標準化されており、過去にテスト済みであるとい

　　う点はオペレータに大きな安心感を与える。そのため、あ

　　らかじめ想定できる範囲で障害対応のための基盤バッチを

　　作成しておくことは重要である。

　　　たとえば、サービスがダウンしたときの一次対応として

　　サービスを起動･停止するためのバッチがある。監視機構

　　など、主要でないサービスが停止したときの一次対応とし

　　てサービスを再起動して回復を図る作業である。ミドル

　　ウェアによっては多数のプロセスによって1つのサービス

　　を提供している場合があり、安全に再起動するためにはミ

　　ドルウェアに対する習熟とコマンド実行確認のための時間

　　が必要となる。しかし、一連の操作を自動化する基盤バッ

　　チが用意されていればオペレータは1つのコマンドを実行

　　するだけで一連の対応を安全かつ迅速に実施することがで

　　きる。

(2) 障害時調査作業

　　　障害発生後にはシステムのログを収集し、状況の確認や

　　根本原因の調査を行う必要がある。しかしこのログ収集を

　　手作業で行うと取得に時間がかかったり、取得漏れが発生

　　したりする可能性がある。そこで全サーバのシステムログ

　　をコマンド1つで一括して取得する基盤バッチを用意して

　　いる。障害発生時は第一報に加えてこの基盤バッチの実行

　　結果（ログファイルのアーカイブ）送付も依頼している。

　　その結果、障害発生の連絡と共にログを入手することが可

　　能となり、一次切り分け完了までにかかる時間を大幅に短

　　くすることに成功している。

(3) 定期パスワード変更作業

　　　「システム運用開始後パスワードは３か月に1回変更する」

　　などお客さまにてルールを定めていることが多いが、OSや

　　ミドルウェアなどを含めると管理対象となるパスワードは数

　　十にも達することがある。これだけ多くのパスワードを定期

　　的に変更するのは運用面で大きな負担になり、結果としてパ

　　スワード変更運用が行われなくなってしまう場合がある。こ

　　れを防ぐため、パスワードを一括変更する基盤バッチを用意

　　している。このバッチは、各サーバやミドルウェアに対してラ

　　ンダムなパスワードの自動生成と設定、パスワードリストファ

　　イルの作成を行うものである。手作業で行った場合に比べ、

　　運用時間の短縮、恣意的なパスワードの排除、管理用資料

　　の自動作成等、多くの面でメリットが得られている。

4.3  基盤バッチによる運用品質の作り込み
　4.2節で紹介したパスワードを一括変更するバッチのように、

運用作業を省力化する仕組みの必要性は構築担当者の視点から

ではなかなか見出すことができず、運用開始間際になってお客

さまやオペレータから追加要望として作成依頼が出されること

が多い。その結果、リリースまでの短期間でこれらの仕組みを

作らなければならなかったり、当初見積りの範囲内で無理に基

盤バッチを作成する必要があったりといった場面が多くみられ

た。高い運用品質（使いやすく、間違えない）を設計の段階か

ら作り込むには、設計初期段階から基盤バッチの有効活用を視

野に入れ「運用作業を標準化・効率化すべき点はないか」と検

討することが必要である。

　この検討を具体的に進めるため、当事業部では基本設計の終

盤において「運用項目一覧」を作成し、その内容をお客さまと

合意するようにしている。「運用項目一覧」ではシステムの運

用あるいは障害対応のときにどのような作業が発生するのか、

何が自動化でき、手動で実施する場合の役割分担はどのように

なるのかを記載している。運用項目一覧の検討を通してお客さ

まは他システムの運用状況も振り返ることになり、新しく導入

するシステムで省力化を図るべき作業がないか、すなわち基盤

バッチを作成すべき作業がないかをこの段階で把握するように

している。

　基盤バッチについてはようやく設計が標準化され、複数案件

での共有も可能になってきた。しかし、定常作業においてはよ

り単純に、不定期な作業ではより柔軟に、と相反する処理を求

められることも多い。障害発生時などは未だに当社担当者によ

る特別オペレーションが必要となることはままある状況であり、

検討の余地は多い。基盤バッチの拡充はこれまで担当者が持っ

ていた特別対応のノウハウをプログラムという形で視覚化する

ことでもある。実運用からのフィードバックを元に、よりよい

基盤バッチの形を模索していきたい。

5. システム構築部門からのスムーズな引き継ぎ
　構築したシステムは、運用をお客さまの運用部門に引き継ぎ、

保守を当社の保守部門へ引き継ぐ。私たち構築部門としての

役割はこれで終了となり、以降は障害対応時のバックエンド

としてシステム運用に関わっていくことになる。本章では構

築したシステムをスムーズに運用部門あるいは保守部門に引

き継ぐための取り組みについて説明する。

5.1  当社パッケージ開発案件における運用サポート体制
　当社パッケージ開発案件において、開発フェーズでは大きく

2つの部門が関わっている（図１左側）。

　(１) パッケージ開発部門

　　　業務要件定義・アプリケーション開発

　(２) システム構築部門

　　　システム基盤の構築・運用設計

　サービス開始後の運用はお客さまが主体となり、以下のよう

な体制となる（図１右側）。

　(１) お客さまの運用部門

　　　日常のシステム運用・障害発生時の当社の保守部門へ　

　　　の連絡

　(２) 当社の保守部門

　　　サポート受付窓口・運用サポート・障害対応の提供

　(３) パッケージ開発部門/システム構築部門

　　　保守部門のバックエンドとしてサポートを提供

　サービス開始後の体制においてお客さまのシステム運用部門

から受け付けた情報は、保守部門・開発部門・構築部門の３部

門で密接に共有しており、システム改善のPDCAサイクルを

循環させられる体制を取っている。

6. おわりに
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3.1  システム基盤要件定義の特性
　システム基盤の要件定義ではシステムを構成するハード

ウェアやソフトウェアを確定し、それらのコンポーネントを

どのように組み合わせ、お客さまの環境で運用していくかを

確定させる。この要件定義はプロジェクトの最初期に行われ

るが、業務要件以上に綿密なヒアリングが欠かせない。その

理由はお客さまにより日常の運用や障害対応に求めるレベル

が大きく異なっているためである。運用について規定があり

そこに準拠するように求められるような場合と、システムの

運用ルールが標準化されておらず個別システムごとに運用方

法を検討するような場合とでは、同じような業務要件であっ

てもシステム基盤側の要件は大きく異なってくる。要件確認

段階でお客さまの運用レベルを十分に把握できないままだと、

お客さまの運用に乗せるため、障害時対応の検討やオペレー

タ依頼作業などといった面で当初に想定した以上の設計や手

順書を求められる場合も有り得る。一方、システム運用にあ

たっては検討すべき範囲が多岐におよぶため、お客さまの担

当者もシステム構築側と合意しておくべき事項が何なのかを

把握しきれないという現実もある。

3.2  要件定義のための標準ヒアリングシート
　そこで当事業部では基盤要件定義で確認すべき事項を網羅

したヒアリングシートを作成することにした。お客さまにこ

れらの質問に回答していただくことで、システム基盤の検討

に必要な事項がすべて洗い出せるというものである。ここで

問題となったのが質問事項の選定基準であったが、当事業部

ではこの質問を ITILのワークエリアから選定することとした。

ITILは ITシステム運用のベストプラクティスであり、ITILに準

拠して運用されているということは安定した運用に必要な事

項がすべて定義されていると考えたからである。実際にこの

ヒアリングシートを使用した要件定義では、お客さまから検

討事項の大きな漏れを指摘され、打ち合わせの場で慌てるよ

うなことがなくなった。一方、ヒアリング事項に対してお客

さまが明確な運用基準をお持ちでない場合には、よりよい運

用のためにどのような検討が必要なのかを提案できるように

なった。ITILをベースにしたことにより、ヒアリングシートが

お客さまの運用レベルを知るバロメータのように機能してい

るとも言える。

3.3  要件定義の手順
　具体的な要件定義の手順は次のようになる。要件定義で使

用する資料は主に３つある。「基盤基本設計書（要件定義の

成果物）サンプル」と「ヒアリングシート」、そしてプロジェクトを

通して行われるタスクの成果物と依存関係を説明した「タス

ク依存関係図」である。

　まず、タスク依存関係図と基盤基本設計書サンプルを使用

して要件定義段階で決定する事項とそのレベルについて認識

を共有する。その後、ヒアリングシートに従って要件を確認

していく。ヒアリングシートは1日程度の打ち合わせで要件を

ひととおりヒアリングできるボリュームになっており、シス

テム基盤構成や運用全体の整合性を保ちつつ要件を定義でき

るように配慮している。基盤基本設計書サンプルについては

当社が推奨するシステム運用の基本形が記載されており、細

かな運用ルールを定めていないお客さまに対しては運用方式

の提案書のように使用することもできる。ヒアリングシート

に対して回答をいただいた後はサンプルをベースに基本設計

書を作成し、お客さまに内容を確認していただく。基盤基本

設計の承認によりハードウェアやソフトウェア構成と基盤構

築作業内容が確定し、正式見積りの提示を経てメーカへの発注、

詳細設計書の作成が開始される。

3.4  これまでの成果と課題
　このヒアリングシートによる要件定義はこれまで4案件に対

して適用し、２案件についてはすでにリリースを終えている。

完了した案件においては、運用要件を初期段階できちんと合意

したことでお客さまがオペレータ要員計画をスムーズに実施す

ることができた点や、運用引き継ぎ段階でバッチやマニュアル

の追加が突発的に発生することがなかった点が効果的であった。

　今後の課題としては要件定義を実施できる要員の増強と各種

成果物の継続的な改善が挙げられる。ヒアリングシートの使用

によりお客さまが運用に求める要件を聞き出すことはできるよ

うになったが、それだけでは完全ではない。実際の運用現場の

様子は回答の端々に断片的に現われてくるが、システム基盤構

築経験があるメンバーがヒアリングしないと実運用上の問題点

を見落としてしまい、実際には運用しづらい要件となってしま

う恐れがある。こういった文書化しづらい点についても対応で

きるよう改善を進めていくことを考えている。

5.2  システム運用部門・保守部門への引き継ぎ
　システムの開発が終わり、無事にカットオーバーを迎えると、

システムは開発者の手から離れる。カットオーバー間際には

引き継ぎ自体は終えていても、運用部門がそのシステムに慣

れるまでは混乱やそれによる運用品質の低下が発生する場合

がままある。具体的にはオペレーションにかかる時間の増大

や障害発生時の対応手順の確認に時間がかかるといったことが

ある。こういった問題は運用マニュアルなどの引き継ぎドキュ

メントの整備だけではなく、人から人への引き継ぎを確実に行

うことが重要であることを示している。当事業部では構築部門

の構築担当者から実際の運用を担当するお客さまの運用部門担

当者に対し運用説明会を行い、その中で実際の運用手順を実施

いただくというある種のオペレータへの研修サービスを提供し

ている。さらにお客さまから直接連絡を受ける保守部門に対し

ても、引き継ぎのための説明会を行っている。本章ではこれら

の具体的な取組内容について述べる。

(１) システム運用部門への引き継ぎ

　　　当社パッケージを構築した場合、日々のシステム運用は当

　　社のシステム構築部門から、お客さまのシステム運用部門へ

　　引き継いで運用していただく。引き継ぎ先は同じシステム部

　　門でも、要件定義や設計を一緒に進めてきた担当者ではなく、

　　現場の運用担当者（オペレータ）への引き継ぎが主となる。

　　引き継ぎの目的は実際にシステムを運用するための一連の

　　手順を実施できるようになることであるため、現場で運用マ

　　ニュアルを用いて実際にシステムを操作していただく。説明

　　のポイントとしてはオペレータが日々実施する操作や、障害

　　時のエスカレーション手続きなどを具体的に明確に説明する

　　ことである。ここで配慮すべきはお客さまによってシステム

　　運用の体制やスキルレベルなどがさまざまであることである。

　　そのため説明の内容やレベルはできるだけお客さまの状況

　　に合わせ、きちんとオペレータが作業を実施できるように説

　　明を工夫している。構築という視点から説明会で最も重要な

　　のはオペレータと直接やり取りして得られる情報である。オ

　　ペレータからは他のシステムも含めた実際の運用を効率よ

　　く行うための意見をいただくことが多く、これらの意見をお

　　客さまのシステム部門へフィードバックすることでより効率

　　のよい運用が行われる場合もある。

　　　新規のシステムが既存の運用体制にスムーズに入ってい

　　けない場合、オペレータが何らかの手作業を行うことになるが、

　　そういった場合は彼らの負荷は極端に増加する。また、人手

　　が多く介入するシステムでは運用品質の維持が難しい。ITIL

　　を組み込んだ最適な運用設計をし、できうる限りの自動化を

　　施したシステムが最終的に 面倒くさい システムとしてその

　　運用のスタートを切らないよう、構築から運用へとシステム

　　を受け渡す引き継ぎを我々は重要視し、その改善に取り組んで

　　いる。

(２) 保守部門への引き継ぎ

　　　運用の開始と同時に保守部門での運用サポートサービス

　　が始まる。保守部門の役割は問い合わせを処理するだけの

　　ヘルプデスクにとどまらない。ITILでいうサービスデスクとし

　　て機能し、お客さま、開発部門と連携しながら、インシデント

　　管理、構成管理、変更管理、リリース管理を実施し、締結した

　　サービスレベルの維持、向上を行っていく役割を担う。その

　　ため、引き継ぎにおいてはサービスレベルや、システムの構

　　成はもちろん、お客さまの雰囲気やパッケージに関する考え

　　方なども含めて説明する。説明会には開発部門、構築部門そ

　　れぞれのリーダーだけでなく、業務バッチの作成担当者など

　　も含め、システムに関わるメンバーは可能な限り参加する。

　　構築中に発生した種々の問題やお客さまの考え方なども保

　　守部門へ伝えることで、システムのお守りだけを依頼するの

　　ではなく、構築から引き続いてシステムを動かしていくのだ

　　という目的意識を共有している。

　　　このほか、運用設計やマニュアル作成といった構築中の作

　　業にも積極的に保守部門にレビューを依頼し、設計、開発

　　フェーズからの運用連携を実践している。たとえばシステム

　　のサービス継続性はアーキテクチャとして担保できる箇所と、

　　システム化できずに保守部門で対応する必要がある箇所に

　　分けられる。こういった点についてどこまでシステム側で担

　　保する必要があるのか、構築側の意見だけではなく保守側の

　　意見も元にアーキテクチャを決定している。

5.3  レベルアップを目指して
　ITILは中長期的なシステム運用の中で、システム運用の継続

的改善を実現するためのガイドラインである。一定レベルの運

用水準を目標とした基盤構築・運用設計手法は標準化できたが、

よりレベルアップしていくためには、実際の運用フェーズにお

いてお客さま・保守部門・構築部門が三位一体となって運用品

質向上のPDCAサイクルを循環させていくことが欠かせない。

その最初の一歩が開発から運用への引き継ぎである。ここで述べ

た引き継ぎ改善への取り組みは、まだ始まったばかりである。今後

は保守部門と構築部門でのサポート情報共有とノウハウ体系化を

進め、より高い運用サービスを提供していきたいと考えている。

　お客さまとシステム基盤の設計について検討するとき、シ

ステムの構成や運用ツールの機能選定から検討が始まってしま

う場合がある。本来、最初に検討すべきはお客さまのビジネス

目標と許容されるダウンタイム、運用のために準備できる体制

等のサービスレベルであ。システム構成や運用ツールは、それ

らを満たすための後付けにすぎないということをつい忘れがち

である。

　安定したシステム運用のためには、それ単体で安定稼働する

システム基盤をお納めすればよいだけではない。お客さま運用

部門の日々の業務でどのように使われるかを理解し、運用設計

を行う必要がある。業務システムのアプリケーションがお客さ

まのコア業務を改善するために存在するように、システム基盤

は運用部門の業務を改善するために存在する。システム基盤は

単にアプリケーションのプラットフォームだけではなく、業務

改善の一部にもなるのだという意識を持ち、今後も「きちんと

運用できるシステム基盤」を目指していきたい。

表２  基盤バッチ化される定型処理例

複雑なコマンドを伴うクラスタの操作を容易に行えるようにする。
稼働状態の確認や、稼働系・待機系を切り替える。

処理名 　　　　　　　　　　機能

ログ整理

性能情報取得

サービス起動停止

データバックアップ

ログの一括取得

パスワード一括変更

クラスタ制御

OSや各種ミドルウェアが出力するログをバックアップする。
また、不要になったバックアップファイルを削除する。

データベースやアプリケーションサーバの性能情報を一定期間
分保存する。

データベースやアプリケーションサーバなど複数のプロセスから
なるサービスをまとめて起動・停止する。

共有ディスクをマウントし、データベースのデータをテープメディア
にバックアップする。

障害発生時に複数サーバの主要ログを一括して収集し、アー
カイブする。

ランダムパスワードを生成し、複数サーバの複数アカウントに対
して一括設定する。
併せてパスワード一覧をテキストファイルで作成する。
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図１　当社パッケージの開発および保守体制
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1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

2. 運用設計についての課題と施策

3. ＩTILをベースとした要件定義

 

特集 IT基盤の最適化
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図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ
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総合プラットフォーム（統合IT基盤）

ITプラットフォーム事業

IT共通基盤の構築

〈最適化コンサル　設計・構築　保守・運用〉

サーバー・ストレージの
統合

情報共有基盤構築

データの移行・統合
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●現行システムの課題

アプリケーションごとに構築されたサーバーの乱立

部分最適によるTCOの増大

脆弱なセキュリティ基盤

複雑化したシステムが負担

企業統合、事業統合などでのシステム統合

●課題の解決

TCOの削減（最適化）

柔軟ななセキュリティ基盤

強固なセキュリティ基盤

統合されたシンプルなIT基盤

　システムの運用方法は業務プロセスと同様にお客さまの社

内文化を強く反映しており、あるお客さまで有効だった方法

が別のお客さまでは役に立たないという場合が多々存在する。

さらに ITシステムの要件定義段階では運用イメージがつかみ

にくく、構築を進めるにつれて詳細が明らかになることも多い。

私たちがそれまで担当した同様のシステムでは構築の終盤に

なって運用で対処すべき事項が増えた結果、後からオペレー

タによる作業が予想以上に増えたり、運用マニュアルが複雑

化したりすることがしばしば見られた。こういった後追いの

対処は構築の終盤になってから大きな変更が入ることになり、

確認すべき事項が増大したり十分なテストが実施しにくかった

りするといった問題もあった。

　これらの問題を解決するため、システム基盤の構築時に実施

すべき３つの施策を考えた。1つ目は、システム基盤設計を抜

け漏れなく進めるための標準要件定義手法策定である。本来、

システム基盤はアプリケーション層に対して共通のプラット

フォームを提供するものであり、標準化・共通化による品質向

上が見込みやすい領域である。しかし、お客さまによって運用

に対する要件が大きく異なることが、標準化・共通化を阻害

していた。そこで、お客さまが ITILに沿って運用されている

（最も運用レベルが高い）場合を想定し、その時に必要となる

設計内容・運用項目を要件定義で確認するようにした。

　２つ目は、最初から「誰がいつ何をどのようにするのか」運

用項目として定義し、定型化しておくことである。業務アプリ

ケーションや業務バッチを除くと、システム基盤として実施す

べき運用項目は、システムによってそれほど大きく変わるもの

ではない。そこで運用上必要となる作業を基盤バッチという形

で事前に定型化することで、作業時間の短縮や実運用でのオペ

レーションミスの削減（複雑なコマンドやOSのコマンドを直

接実行することの排除）を行った。

　３つ目は、運用マニュアルの記述レベルや内容を目次やサン

プルで事前に合意しておくことである。すでに別のシステムを

運用されておられるお客さまは、ドキュメントについても既存

システムのレベルをベースにと考えておられることが多い。提

供したドキュメントのレベルが既存マニュアルと大きく異なっ

ていると、運用開始前後で混乱を生じることになる。構築の初

期段階から記述レベルを合意しておくことで、運用引き継ぎ段

階での混乱をなくすことを目指した。

　以下、これらの施策について具体的に解説する。

概要
　2008年4月に施行された日本版SOX法ではIT全般統制についての監査が必要となり、法制面からもITILをはじ

めとしたITシステムの運用方式について明確な理由と説明が必要な状況となっている。しかし近年のITシステム開

発では、アーキテクチャや機能設計に主眼が置かれ、運用設計がなおざりになっていることが多い。その結果、シス

テムのリリース後になってあわてて作業手順を整備するなど、運用設計の不備により運用が混乱する場面が散見

されている。

　当事業部では「きちんと運用できるシステム基盤の構築」をテーマとして、設計初期段階から運用フェーズの品

質を作り込むことに取り組んでいる。本稿では取り組みの具体例として、 ITILをベースとした要件定義、 運用

手順を標準化する基盤バッチの作成、 お客さまおよび当社保守部門へのスムーズな引き継ぎ、の3つを紹介する。

特
集

特
集

特
集

　ITシステムは構築することによってではなく、それを運用

することによって、初めてお客さまのビジネスにとって価値

あるものとなる。システム基盤やアプリケーションからなる

システム全体の価値を引き出す鍵は運用フェーズに掛かって

いるとしても過言ではない。

　管理された運用業務のもと、システムが持つビジネス継続

性を高いレベルで維持、すなわちシステムを高い品質で運用

し続けるには、構築フェーズにおける運用品質の作り込みや

実運用への確かな引き継ぎ、そして運用フェーズでの継続し

た品質改善の仕組みが欠かせない。

　近年のシステム基盤は多くのコンポーネントの複雑な組み

合わせによって構築されている。このため、アーキテクチャ

や機能設計に主眼が置かれ、システムをどのように動かして

いくかを定める運用設計がなおざりになっているケースが多い。

その結果、運用開始後になってシステムと運用者の隙間を補

完する運用マニュアルが必要になったり、手順の不備から実

施すべき確認事項が実施されず、デグレード等の障害を招い

たりしている。一方、２００８年４月に施行された日本版SOX法

では IT全般統制についての監査が必要となり、法制面からも

ITシステムの運用について、適切に運用できることを説明す

る必要が出てきている。

　当事業部では運用の品質の高いシステム基盤を構築するため、

当社の運用プロセス標準である IP３/OPS (文献[１]) をベース

としてシステム基盤を構築している。IP３/OPSは「情報シス

テムの運用設計は良い計画と正しい設計・構築で決定される」

というコンセプトによって作成されたITIL (IT Infrastructure 

Library) に準拠している。IP３/OPS自体はフレームワークで

あるため、プロジェクトに応じたテーラリングが必要であるが、

ここでは当事業部で実際に行った銀行様向け高信頼システムの

基盤構築での取り組みについて述べる。

図1　サーバー統合のイメージ

夜間バッチ　　生産

アプリケーションごとに
個別最適化された環境

全体最適化された統合環境で
アプリケーションが稼働

経理　　人事　　営業

経理　人事　営業　生産
夜間
バッチ

表1　ヒアリング項目の一覧

4. 基盤バッチによる運用手順の標準化
4.1  基盤バッチとは
　単に「バッチ」といえばOSのコマンドを決まった順で実行

するよう記述されたプログラムの一種である。「基盤バッチ」

は「システムを安定運用させるために必要となる一連の操作

をプログラム化したもの」を指す。日常のシステム運用では

表2に示すように、定期的に発生する固定の処理が多くある。

オペレータの負担を減らすため、それらの処理は何らかの手

段を用いて自動化を図ることが求められるが、特に複数のコ

ンポーネントをまたがって処理する場合、基盤バッチを用い

てコンポーネント間の連携作業を自動化する必要が出てくる。

基盤バッチは各種コンポーネントの隙間を埋めて1つの自動運

用可能な仕組みを作る、運用における接着剤のような役割を

担っている。

4.2  運用手順標準化の例
　運用手順を基盤バッチで標準化した例として障害回復作業、

障害時調査作業、定期パスワード変更作業について説明する。

(1) 障害回復作業

　　　システムに障害が発生すると安定運用中は使用しない特

　　別な作業が必要となる。それらの作業は、オペレータなど

　　必ずしもシステムを熟知しているわけではない人員が行う

　　ということと、作業を迅速かつ正確に実施する必要がある

　　ということの２つの課題がある。慣れていない作業ではオ

　　ペレーションミスによる二次障害の可能性が大きく、オペ

　　レータにプレッシャーを与える。実施手順がバッチ化に

　　よって標準化されており、過去にテスト済みであるとい

　　う点はオペレータに大きな安心感を与える。そのため、あ

　　らかじめ想定できる範囲で障害対応のための基盤バッチを

　　作成しておくことは重要である。

　　　たとえば、サービスがダウンしたときの一次対応として

　　サービスを起動･停止するためのバッチがある。監視機構

　　など、主要でないサービスが停止したときの一次対応とし

　　てサービスを再起動して回復を図る作業である。ミドル

　　ウェアによっては多数のプロセスによって1つのサービス

　　を提供している場合があり、安全に再起動するためにはミ

　　ドルウェアに対する習熟とコマンド実行確認のための時間

　　が必要となる。しかし、一連の操作を自動化する基盤バッ

　　チが用意されていればオペレータは1つのコマンドを実行

　　するだけで一連の対応を安全かつ迅速に実施することがで

　　きる。

(2) 障害時調査作業

　　　障害発生後にはシステムのログを収集し、状況の確認や

　　根本原因の調査を行う必要がある。しかしこのログ収集を

　　手作業で行うと取得に時間がかかったり、取得漏れが発生

　　したりする可能性がある。そこで全サーバのシステムログ

　　をコマンド1つで一括して取得する基盤バッチを用意して

　　いる。障害発生時は第一報に加えてこの基盤バッチの実行

　　結果（ログファイルのアーカイブ）送付も依頼している。

　　その結果、障害発生の連絡と共にログを入手することが可

　　能となり、一次切り分け完了までにかかる時間を大幅に短

　　くすることに成功している。

(3) 定期パスワード変更作業

　　　「システム運用開始後パスワードは３か月に1回変更する」

　　などお客さまにてルールを定めていることが多いが、OSや

　　ミドルウェアなどを含めると管理対象となるパスワードは数

　　十にも達することがある。これだけ多くのパスワードを定期

　　的に変更するのは運用面で大きな負担になり、結果としてパ

　　スワード変更運用が行われなくなってしまう場合がある。こ

　　れを防ぐため、パスワードを一括変更する基盤バッチを用意

　　している。このバッチは、各サーバやミドルウェアに対してラ

　　ンダムなパスワードの自動生成と設定、パスワードリストファ

　　イルの作成を行うものである。手作業で行った場合に比べ、

　　運用時間の短縮、恣意的なパスワードの排除、管理用資料

　　の自動作成等、多くの面でメリットが得られている。

4.3  基盤バッチによる運用品質の作り込み
　4.2節で紹介したパスワードを一括変更するバッチのように、

運用作業を省力化する仕組みの必要性は構築担当者の視点から

ではなかなか見出すことができず、運用開始間際になってお客

さまやオペレータから追加要望として作成依頼が出されること

が多い。その結果、リリースまでの短期間でこれらの仕組みを

作らなければならなかったり、当初見積りの範囲内で無理に基

盤バッチを作成する必要があったりといった場面が多くみられ

た。高い運用品質（使いやすく、間違えない）を設計の段階か

ら作り込むには、設計初期段階から基盤バッチの有効活用を視

野に入れ「運用作業を標準化・効率化すべき点はないか」と検

討することが必要である。

　この検討を具体的に進めるため、当事業部では基本設計の終

盤において「運用項目一覧」を作成し、その内容をお客さまと

合意するようにしている。「運用項目一覧」ではシステムの運

用あるいは障害対応のときにどのような作業が発生するのか、

何が自動化でき、手動で実施する場合の役割分担はどのように

なるのかを記載している。運用項目一覧の検討を通してお客さ

まは他システムの運用状況も振り返ることになり、新しく導入

するシステムで省力化を図るべき作業がないか、すなわち基盤

バッチを作成すべき作業がないかをこの段階で把握するように

している。

　基盤バッチについてはようやく設計が標準化され、複数案件

での共有も可能になってきた。しかし、定常作業においてはよ

り単純に、不定期な作業ではより柔軟に、と相反する処理を求

められることも多い。障害発生時などは未だに当社担当者によ

る特別オペレーションが必要となることはままある状況であり、

検討の余地は多い。基盤バッチの拡充はこれまで担当者が持っ

ていた特別対応のノウハウをプログラムという形で視覚化する

ことでもある。実運用からのフィードバックを元に、よりよい

基盤バッチの形を模索していきたい。

5. システム構築部門からのスムーズな引き継ぎ
　構築したシステムは、運用をお客さまの運用部門に引き継ぎ、

保守を当社の保守部門へ引き継ぐ。私たち構築部門としての

役割はこれで終了となり、以降は障害対応時のバックエンド

としてシステム運用に関わっていくことになる。本章では構

築したシステムをスムーズに運用部門あるいは保守部門に引

き継ぐための取り組みについて説明する。

5.1  当社パッケージ開発案件における運用サポート体制
　当社パッケージ開発案件において、開発フェーズでは大きく

2つの部門が関わっている（図１左側）。

　(１) パッケージ開発部門

　　　業務要件定義・アプリケーション開発

　(２) システム構築部門

　　　システム基盤の構築・運用設計

　サービス開始後の運用はお客さまが主体となり、以下のよう

な体制となる（図１右側）。

　(１) お客さまの運用部門

　　　日常のシステム運用・障害発生時の当社の保守部門へ　

　　　の連絡

　(２) 当社の保守部門

　　　サポート受付窓口・運用サポート・障害対応の提供

　(３) パッケージ開発部門/システム構築部門

　　　保守部門のバックエンドとしてサポートを提供

　サービス開始後の体制においてお客さまのシステム運用部門

から受け付けた情報は、保守部門・開発部門・構築部門の３部

門で密接に共有しており、システム改善のPDCAサイクルを

循環させられる体制を取っている。

6. おわりに
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3.1  システム基盤要件定義の特性
　システム基盤の要件定義ではシステムを構成するハード

ウェアやソフトウェアを確定し、それらのコンポーネントを

どのように組み合わせ、お客さまの環境で運用していくかを

確定させる。この要件定義はプロジェクトの最初期に行われ

るが、業務要件以上に綿密なヒアリングが欠かせない。その

理由はお客さまにより日常の運用や障害対応に求めるレベル

が大きく異なっているためである。運用について規定があり

そこに準拠するように求められるような場合と、システムの

運用ルールが標準化されておらず個別システムごとに運用方

法を検討するような場合とでは、同じような業務要件であっ

てもシステム基盤側の要件は大きく異なってくる。要件確認

段階でお客さまの運用レベルを十分に把握できないままだと、

お客さまの運用に乗せるため、障害時対応の検討やオペレー

タ依頼作業などといった面で当初に想定した以上の設計や手

順書を求められる場合も有り得る。一方、システム運用にあ

たっては検討すべき範囲が多岐におよぶため、お客さまの担

当者もシステム構築側と合意しておくべき事項が何なのかを

把握しきれないという現実もある。

3.2  要件定義のための標準ヒアリングシート
　そこで当事業部では基盤要件定義で確認すべき事項を網羅

したヒアリングシートを作成することにした。お客さまにこ

れらの質問に回答していただくことで、システム基盤の検討

に必要な事項がすべて洗い出せるというものである。ここで

問題となったのが質問事項の選定基準であったが、当事業部

ではこの質問を ITILのワークエリアから選定することとした。

ITILは ITシステム運用のベストプラクティスであり、ITILに準

拠して運用されているということは安定した運用に必要な事

項がすべて定義されていると考えたからである。実際にこの

ヒアリングシートを使用した要件定義では、お客さまから検

討事項の大きな漏れを指摘され、打ち合わせの場で慌てるよ

うなことがなくなった。一方、ヒアリング事項に対してお客

さまが明確な運用基準をお持ちでない場合には、よりよい運

用のためにどのような検討が必要なのかを提案できるように

なった。ITILをベースにしたことにより、ヒアリングシートが

お客さまの運用レベルを知るバロメータのように機能してい

るとも言える。

3.3  要件定義の手順
　具体的な要件定義の手順は次のようになる。要件定義で使

用する資料は主に３つある。「基盤基本設計書（要件定義の

成果物）サンプル」と「ヒアリングシート」、そしてプロジェクトを

通して行われるタスクの成果物と依存関係を説明した「タス

ク依存関係図」である。

　まず、タスク依存関係図と基盤基本設計書サンプルを使用

して要件定義段階で決定する事項とそのレベルについて認識

を共有する。その後、ヒアリングシートに従って要件を確認

していく。ヒアリングシートは1日程度の打ち合わせで要件を

ひととおりヒアリングできるボリュームになっており、シス

テム基盤構成や運用全体の整合性を保ちつつ要件を定義でき

るように配慮している。基盤基本設計書サンプルについては

当社が推奨するシステム運用の基本形が記載されており、細

かな運用ルールを定めていないお客さまに対しては運用方式

の提案書のように使用することもできる。ヒアリングシート

に対して回答をいただいた後はサンプルをベースに基本設計

書を作成し、お客さまに内容を確認していただく。基盤基本

設計の承認によりハードウェアやソフトウェア構成と基盤構

築作業内容が確定し、正式見積りの提示を経てメーカへの発注、

詳細設計書の作成が開始される。

3.4  これまでの成果と課題
　このヒアリングシートによる要件定義はこれまで4案件に対

して適用し、２案件についてはすでにリリースを終えている。

完了した案件においては、運用要件を初期段階できちんと合意

したことでお客さまがオペレータ要員計画をスムーズに実施す

ることができた点や、運用引き継ぎ段階でバッチやマニュアル

の追加が突発的に発生することがなかった点が効果的であった。

　今後の課題としては要件定義を実施できる要員の増強と各種

成果物の継続的な改善が挙げられる。ヒアリングシートの使用

によりお客さまが運用に求める要件を聞き出すことはできるよ

うになったが、それだけでは完全ではない。実際の運用現場の

様子は回答の端々に断片的に現われてくるが、システム基盤構

築経験があるメンバーがヒアリングしないと実運用上の問題点

を見落としてしまい、実際には運用しづらい要件となってしま

う恐れがある。こういった文書化しづらい点についても対応で

きるよう改善を進めていくことを考えている。

5.2  システム運用部門・保守部門への引き継ぎ
　システムの開発が終わり、無事にカットオーバーを迎えると、

システムは開発者の手から離れる。カットオーバー間際には

引き継ぎ自体は終えていても、運用部門がそのシステムに慣

れるまでは混乱やそれによる運用品質の低下が発生する場合

がままある。具体的にはオペレーションにかかる時間の増大

や障害発生時の対応手順の確認に時間がかかるといったことが

ある。こういった問題は運用マニュアルなどの引き継ぎドキュ

メントの整備だけではなく、人から人への引き継ぎを確実に行

うことが重要であることを示している。当事業部では構築部門

の構築担当者から実際の運用を担当するお客さまの運用部門担

当者に対し運用説明会を行い、その中で実際の運用手順を実施

いただくというある種のオペレータへの研修サービスを提供し

ている。さらにお客さまから直接連絡を受ける保守部門に対し

ても、引き継ぎのための説明会を行っている。本章ではこれら

の具体的な取組内容について述べる。

(１) システム運用部門への引き継ぎ

　　　当社パッケージを構築した場合、日々のシステム運用は当

　　社のシステム構築部門から、お客さまのシステム運用部門へ

　　引き継いで運用していただく。引き継ぎ先は同じシステム部

　　門でも、要件定義や設計を一緒に進めてきた担当者ではなく、

　　現場の運用担当者（オペレータ）への引き継ぎが主となる。

　　引き継ぎの目的は実際にシステムを運用するための一連の

　　手順を実施できるようになることであるため、現場で運用マ

　　ニュアルを用いて実際にシステムを操作していただく。説明

　　のポイントとしてはオペレータが日々実施する操作や、障害

　　時のエスカレーション手続きなどを具体的に明確に説明する

　　ことである。ここで配慮すべきはお客さまによってシステム

　　運用の体制やスキルレベルなどがさまざまであることである。

　　そのため説明の内容やレベルはできるだけお客さまの状況

　　に合わせ、きちんとオペレータが作業を実施できるように説

　　明を工夫している。構築という視点から説明会で最も重要な

　　のはオペレータと直接やり取りして得られる情報である。オ

　　ペレータからは他のシステムも含めた実際の運用を効率よ

　　く行うための意見をいただくことが多く、これらの意見をお

　　客さまのシステム部門へフィードバックすることでより効率

　　のよい運用が行われる場合もある。

　　　新規のシステムが既存の運用体制にスムーズに入ってい

　　けない場合、オペレータが何らかの手作業を行うことになるが、

　　そういった場合は彼らの負荷は極端に増加する。また、人手

　　が多く介入するシステムでは運用品質の維持が難しい。ITIL

　　を組み込んだ最適な運用設計をし、できうる限りの自動化を

　　施したシステムが最終的に 面倒くさい システムとしてその

　　運用のスタートを切らないよう、構築から運用へとシステム

　　を受け渡す引き継ぎを我々は重要視し、その改善に取り組んで

　　いる。

(２) 保守部門への引き継ぎ

　　　運用の開始と同時に保守部門での運用サポートサービス

　　が始まる。保守部門の役割は問い合わせを処理するだけの

　　ヘルプデスクにとどまらない。ITILでいうサービスデスクとし

　　て機能し、お客さま、開発部門と連携しながら、インシデント

　　管理、構成管理、変更管理、リリース管理を実施し、締結した

　　サービスレベルの維持、向上を行っていく役割を担う。その

　　ため、引き継ぎにおいてはサービスレベルや、システムの構

　　成はもちろん、お客さまの雰囲気やパッケージに関する考え

　　方なども含めて説明する。説明会には開発部門、構築部門そ

　　れぞれのリーダーだけでなく、業務バッチの作成担当者など

　　も含め、システムに関わるメンバーは可能な限り参加する。

　　構築中に発生した種々の問題やお客さまの考え方なども保

　　守部門へ伝えることで、システムのお守りだけを依頼するの

　　ではなく、構築から引き続いてシステムを動かしていくのだ

　　という目的意識を共有している。

　　　このほか、運用設計やマニュアル作成といった構築中の作

　　業にも積極的に保守部門にレビューを依頼し、設計、開発

　　フェーズからの運用連携を実践している。たとえばシステム

　　のサービス継続性はアーキテクチャとして担保できる箇所と、

　　システム化できずに保守部門で対応する必要がある箇所に

　　分けられる。こういった点についてどこまでシステム側で担

　　保する必要があるのか、構築側の意見だけではなく保守側の

　　意見も元にアーキテクチャを決定している。

5.3  レベルアップを目指して
　ITILは中長期的なシステム運用の中で、システム運用の継続

的改善を実現するためのガイドラインである。一定レベルの運

用水準を目標とした基盤構築・運用設計手法は標準化できたが、

よりレベルアップしていくためには、実際の運用フェーズにお

いてお客さま・保守部門・構築部門が三位一体となって運用品

質向上のPDCAサイクルを循環させていくことが欠かせない。

その最初の一歩が開発から運用への引き継ぎである。ここで述べ

た引き継ぎ改善への取り組みは、まだ始まったばかりである。今後

は保守部門と構築部門でのサポート情報共有とノウハウ体系化を

進め、より高い運用サービスを提供していきたいと考えている。

　お客さまとシステム基盤の設計について検討するとき、シ

ステムの構成や運用ツールの機能選定から検討が始まってしま

う場合がある。本来、最初に検討すべきはお客さまのビジネス

目標と許容されるダウンタイム、運用のために準備できる体制

等のサービスレベルであ。システム構成や運用ツールは、それ

らを満たすための後付けにすぎないということをつい忘れがち

である。

　安定したシステム運用のためには、それ単体で安定稼働する

システム基盤をお納めすればよいだけではない。お客さま運用

部門の日々の業務でどのように使われるかを理解し、運用設計

を行う必要がある。業務システムのアプリケーションがお客さ

まのコア業務を改善するために存在するように、システム基盤

は運用部門の業務を改善するために存在する。システム基盤は

単にアプリケーションのプラットフォームだけではなく、業務

改善の一部にもなるのだという意識を持ち、今後も「きちんと

運用できるシステム基盤」を目指していきたい。

表２  基盤バッチ化される定型処理例

複雑なコマンドを伴うクラスタの操作を容易に行えるようにする。
稼働状態の確認や、稼働系・待機系を切り替える。

処理名 　　　　　　　　　　機能

ログ整理

性能情報取得

サービス起動停止

データバックアップ

ログの一括取得

パスワード一括変更

クラスタ制御

OSや各種ミドルウェアが出力するログをバックアップする。
また、不要になったバックアップファイルを削除する。

データベースやアプリケーションサーバの性能情報を一定期間
分保存する。

データベースやアプリケーションサーバなど複数のプロセスから
なるサービスをまとめて起動・停止する。

共有ディスクをマウントし、データベースのデータをテープメディア
にバックアップする。

障害発生時に複数サーバの主要ログを一括して収集し、アー
カイブする。

ランダムパスワードを生成し、複数サーバの複数アカウントに対
して一括設定する。
併せてパスワード一覧をテキストファイルで作成する。

 

システムの運用
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図１　当社パッケージの開発および保守体制
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運用品質を高めるためのITシステム
An IT System for High Quality Operation

1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

2. 運用設計についての課題と施策

3. ＩTILをベースとした要件定義

 

特集 IT基盤の最適化
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図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ
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強固なセキュリティ基盤

統合されたシンプルなIT基盤

　システムの運用方法は業務プロセスと同様にお客さまの社

内文化を強く反映しており、あるお客さまで有効だった方法

が別のお客さまでは役に立たないという場合が多々存在する。

さらに ITシステムの要件定義段階では運用イメージがつかみ

にくく、構築を進めるにつれて詳細が明らかになることも多い。

私たちがそれまで担当した同様のシステムでは構築の終盤に

なって運用で対処すべき事項が増えた結果、後からオペレー

タによる作業が予想以上に増えたり、運用マニュアルが複雑

化したりすることがしばしば見られた。こういった後追いの

対処は構築の終盤になってから大きな変更が入ることになり、

確認すべき事項が増大したり十分なテストが実施しにくかった

りするといった問題もあった。

　これらの問題を解決するため、システム基盤の構築時に実施

すべき３つの施策を考えた。1つ目は、システム基盤設計を抜

け漏れなく進めるための標準要件定義手法策定である。本来、

システム基盤はアプリケーション層に対して共通のプラット

フォームを提供するものであり、標準化・共通化による品質向

上が見込みやすい領域である。しかし、お客さまによって運用

に対する要件が大きく異なることが、標準化・共通化を阻害

していた。そこで、お客さまが ITILに沿って運用されている

（最も運用レベルが高い）場合を想定し、その時に必要となる

設計内容・運用項目を要件定義で確認するようにした。

　２つ目は、最初から「誰がいつ何をどのようにするのか」運

用項目として定義し、定型化しておくことである。業務アプリ

ケーションや業務バッチを除くと、システム基盤として実施す

べき運用項目は、システムによってそれほど大きく変わるもの

ではない。そこで運用上必要となる作業を基盤バッチという形

で事前に定型化することで、作業時間の短縮や実運用でのオペ

レーションミスの削減（複雑なコマンドやOSのコマンドを直

接実行することの排除）を行った。

　３つ目は、運用マニュアルの記述レベルや内容を目次やサン

プルで事前に合意しておくことである。すでに別のシステムを

運用されておられるお客さまは、ドキュメントについても既存

システムのレベルをベースにと考えておられることが多い。提

供したドキュメントのレベルが既存マニュアルと大きく異なっ

ていると、運用開始前後で混乱を生じることになる。構築の初

期段階から記述レベルを合意しておくことで、運用引き継ぎ段

階での混乱をなくすことを目指した。

　以下、これらの施策について具体的に解説する。

概要
　2008年4月に施行された日本版SOX法ではIT全般統制についての監査が必要となり、法制面からもITILをはじ

めとしたITシステムの運用方式について明確な理由と説明が必要な状況となっている。しかし近年のITシステム開

発では、アーキテクチャや機能設計に主眼が置かれ、運用設計がなおざりになっていることが多い。その結果、シス

テムのリリース後になってあわてて作業手順を整備するなど、運用設計の不備により運用が混乱する場面が散見

されている。

　当事業部では「きちんと運用できるシステム基盤の構築」をテーマとして、設計初期段階から運用フェーズの品

質を作り込むことに取り組んでいる。本稿では取り組みの具体例として、 ITILをベースとした要件定義、 運用

手順を標準化する基盤バッチの作成、 お客さまおよび当社保守部門へのスムーズな引き継ぎ、の3つを紹介する。

特
集

特
集

特
集

　ITシステムは構築することによってではなく、それを運用

することによって、初めてお客さまのビジネスにとって価値

あるものとなる。システム基盤やアプリケーションからなる

システム全体の価値を引き出す鍵は運用フェーズに掛かって

いるとしても過言ではない。

　管理された運用業務のもと、システムが持つビジネス継続

性を高いレベルで維持、すなわちシステムを高い品質で運用

し続けるには、構築フェーズにおける運用品質の作り込みや

実運用への確かな引き継ぎ、そして運用フェーズでの継続し

た品質改善の仕組みが欠かせない。

　近年のシステム基盤は多くのコンポーネントの複雑な組み

合わせによって構築されている。このため、アーキテクチャ

や機能設計に主眼が置かれ、システムをどのように動かして

いくかを定める運用設計がなおざりになっているケースが多い。

その結果、運用開始後になってシステムと運用者の隙間を補

完する運用マニュアルが必要になったり、手順の不備から実

施すべき確認事項が実施されず、デグレード等の障害を招い

たりしている。一方、２００８年４月に施行された日本版SOX法

では IT全般統制についての監査が必要となり、法制面からも

ITシステムの運用について、適切に運用できることを説明す

る必要が出てきている。

　当事業部では運用の品質の高いシステム基盤を構築するため、

当社の運用プロセス標準である IP３/OPS (文献[１]) をベース

としてシステム基盤を構築している。IP３/OPSは「情報シス

テムの運用設計は良い計画と正しい設計・構築で決定される」

というコンセプトによって作成されたITIL (IT Infrastructure 

Library) に準拠している。IP３/OPS自体はフレームワークで

あるため、プロジェクトに応じたテーラリングが必要であるが、

ここでは当事業部で実際に行った銀行様向け高信頼システムの

基盤構築での取り組みについて述べる。

図1　サーバー統合のイメージ

夜間バッチ　　生産

アプリケーションごとに
個別最適化された環境

全体最適化された統合環境で
アプリケーションが稼働

経理　　人事　　営業

経理　人事　営業　生産
夜間
バッチ

表1　ヒアリング項目の一覧

4. 基盤バッチによる運用手順の標準化
4.1  基盤バッチとは
　単に「バッチ」といえばOSのコマンドを決まった順で実行

するよう記述されたプログラムの一種である。「基盤バッチ」

は「システムを安定運用させるために必要となる一連の操作

をプログラム化したもの」を指す。日常のシステム運用では

表2に示すように、定期的に発生する固定の処理が多くある。

オペレータの負担を減らすため、それらの処理は何らかの手

段を用いて自動化を図ることが求められるが、特に複数のコ

ンポーネントをまたがって処理する場合、基盤バッチを用い

てコンポーネント間の連携作業を自動化する必要が出てくる。

基盤バッチは各種コンポーネントの隙間を埋めて1つの自動運

用可能な仕組みを作る、運用における接着剤のような役割を

担っている。

4.2  運用手順標準化の例
　運用手順を基盤バッチで標準化した例として障害回復作業、

障害時調査作業、定期パスワード変更作業について説明する。

(1) 障害回復作業

　　　システムに障害が発生すると安定運用中は使用しない特

　　別な作業が必要となる。それらの作業は、オペレータなど

　　必ずしもシステムを熟知しているわけではない人員が行う

　　ということと、作業を迅速かつ正確に実施する必要がある

　　ということの２つの課題がある。慣れていない作業ではオ

　　ペレーションミスによる二次障害の可能性が大きく、オペ

　　レータにプレッシャーを与える。実施手順がバッチ化に

　　よって標準化されており、過去にテスト済みであるとい

　　う点はオペレータに大きな安心感を与える。そのため、あ

　　らかじめ想定できる範囲で障害対応のための基盤バッチを

　　作成しておくことは重要である。

　　　たとえば、サービスがダウンしたときの一次対応として

　　サービスを起動･停止するためのバッチがある。監視機構

　　など、主要でないサービスが停止したときの一次対応とし

　　てサービスを再起動して回復を図る作業である。ミドル

　　ウェアによっては多数のプロセスによって1つのサービス

　　を提供している場合があり、安全に再起動するためにはミ

　　ドルウェアに対する習熟とコマンド実行確認のための時間

　　が必要となる。しかし、一連の操作を自動化する基盤バッ

　　チが用意されていればオペレータは1つのコマンドを実行

　　するだけで一連の対応を安全かつ迅速に実施することがで

　　きる。

(2) 障害時調査作業

　　　障害発生後にはシステムのログを収集し、状況の確認や

　　根本原因の調査を行う必要がある。しかしこのログ収集を

　　手作業で行うと取得に時間がかかったり、取得漏れが発生

　　したりする可能性がある。そこで全サーバのシステムログ

　　をコマンド1つで一括して取得する基盤バッチを用意して

　　いる。障害発生時は第一報に加えてこの基盤バッチの実行

　　結果（ログファイルのアーカイブ）送付も依頼している。

　　その結果、障害発生の連絡と共にログを入手することが可

　　能となり、一次切り分け完了までにかかる時間を大幅に短

　　くすることに成功している。

(3) 定期パスワード変更作業

　　　「システム運用開始後パスワードは３か月に1回変更する」

　　などお客さまにてルールを定めていることが多いが、OSや

　　ミドルウェアなどを含めると管理対象となるパスワードは数

　　十にも達することがある。これだけ多くのパスワードを定期

　　的に変更するのは運用面で大きな負担になり、結果としてパ

　　スワード変更運用が行われなくなってしまう場合がある。こ

　　れを防ぐため、パスワードを一括変更する基盤バッチを用意

　　している。このバッチは、各サーバやミドルウェアに対してラ

　　ンダムなパスワードの自動生成と設定、パスワードリストファ

　　イルの作成を行うものである。手作業で行った場合に比べ、

　　運用時間の短縮、恣意的なパスワードの排除、管理用資料

　　の自動作成等、多くの面でメリットが得られている。

4.3  基盤バッチによる運用品質の作り込み
　4.2節で紹介したパスワードを一括変更するバッチのように、

運用作業を省力化する仕組みの必要性は構築担当者の視点から

ではなかなか見出すことができず、運用開始間際になってお客

さまやオペレータから追加要望として作成依頼が出されること

が多い。その結果、リリースまでの短期間でこれらの仕組みを

作らなければならなかったり、当初見積りの範囲内で無理に基

盤バッチを作成する必要があったりといった場面が多くみられ

た。高い運用品質（使いやすく、間違えない）を設計の段階か

ら作り込むには、設計初期段階から基盤バッチの有効活用を視

野に入れ「運用作業を標準化・効率化すべき点はないか」と検

討することが必要である。

　この検討を具体的に進めるため、当事業部では基本設計の終

盤において「運用項目一覧」を作成し、その内容をお客さまと

合意するようにしている。「運用項目一覧」ではシステムの運

用あるいは障害対応のときにどのような作業が発生するのか、

何が自動化でき、手動で実施する場合の役割分担はどのように

なるのかを記載している。運用項目一覧の検討を通してお客さ

まは他システムの運用状況も振り返ることになり、新しく導入

するシステムで省力化を図るべき作業がないか、すなわち基盤

バッチを作成すべき作業がないかをこの段階で把握するように

している。

　基盤バッチについてはようやく設計が標準化され、複数案件

での共有も可能になってきた。しかし、定常作業においてはよ

り単純に、不定期な作業ではより柔軟に、と相反する処理を求

められることも多い。障害発生時などは未だに当社担当者によ

る特別オペレーションが必要となることはままある状況であり、

検討の余地は多い。基盤バッチの拡充はこれまで担当者が持っ

ていた特別対応のノウハウをプログラムという形で視覚化する

ことでもある。実運用からのフィードバックを元に、よりよい

基盤バッチの形を模索していきたい。

5. システム構築部門からのスムーズな引き継ぎ
　構築したシステムは、運用をお客さまの運用部門に引き継ぎ、

保守を当社の保守部門へ引き継ぐ。私たち構築部門としての

役割はこれで終了となり、以降は障害対応時のバックエンド

としてシステム運用に関わっていくことになる。本章では構

築したシステムをスムーズに運用部門あるいは保守部門に引

き継ぐための取り組みについて説明する。

5.1  当社パッケージ開発案件における運用サポート体制
　当社パッケージ開発案件において、開発フェーズでは大きく

2つの部門が関わっている（図１左側）。

　(１) パッケージ開発部門

　　　業務要件定義・アプリケーション開発

　(２) システム構築部門

　　　システム基盤の構築・運用設計

　サービス開始後の運用はお客さまが主体となり、以下のよう

な体制となる（図１右側）。

　(１) お客さまの運用部門

　　　日常のシステム運用・障害発生時の当社の保守部門へ　

　　　の連絡

　(２) 当社の保守部門

　　　サポート受付窓口・運用サポート・障害対応の提供

　(３) パッケージ開発部門/システム構築部門

　　　保守部門のバックエンドとしてサポートを提供

　サービス開始後の体制においてお客さまのシステム運用部門

から受け付けた情報は、保守部門・開発部門・構築部門の３部

門で密接に共有しており、システム改善のPDCAサイクルを

循環させられる体制を取っている。

6. おわりに
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3.1  システム基盤要件定義の特性
　システム基盤の要件定義ではシステムを構成するハード

ウェアやソフトウェアを確定し、それらのコンポーネントを

どのように組み合わせ、お客さまの環境で運用していくかを

確定させる。この要件定義はプロジェクトの最初期に行われ

るが、業務要件以上に綿密なヒアリングが欠かせない。その

理由はお客さまにより日常の運用や障害対応に求めるレベル

が大きく異なっているためである。運用について規定があり

そこに準拠するように求められるような場合と、システムの

運用ルールが標準化されておらず個別システムごとに運用方

法を検討するような場合とでは、同じような業務要件であっ

てもシステム基盤側の要件は大きく異なってくる。要件確認

段階でお客さまの運用レベルを十分に把握できないままだと、

お客さまの運用に乗せるため、障害時対応の検討やオペレー

タ依頼作業などといった面で当初に想定した以上の設計や手

順書を求められる場合も有り得る。一方、システム運用にあ

たっては検討すべき範囲が多岐におよぶため、お客さまの担

当者もシステム構築側と合意しておくべき事項が何なのかを

把握しきれないという現実もある。

3.2  要件定義のための標準ヒアリングシート
　そこで当事業部では基盤要件定義で確認すべき事項を網羅

したヒアリングシートを作成することにした。お客さまにこ

れらの質問に回答していただくことで、システム基盤の検討

に必要な事項がすべて洗い出せるというものである。ここで

問題となったのが質問事項の選定基準であったが、当事業部

ではこの質問を ITILのワークエリアから選定することとした。

ITILは ITシステム運用のベストプラクティスであり、ITILに準

拠して運用されているということは安定した運用に必要な事

項がすべて定義されていると考えたからである。実際にこの

ヒアリングシートを使用した要件定義では、お客さまから検

討事項の大きな漏れを指摘され、打ち合わせの場で慌てるよ

うなことがなくなった。一方、ヒアリング事項に対してお客

さまが明確な運用基準をお持ちでない場合には、よりよい運

用のためにどのような検討が必要なのかを提案できるように

なった。ITILをベースにしたことにより、ヒアリングシートが

お客さまの運用レベルを知るバロメータのように機能してい

るとも言える。

3.3  要件定義の手順
　具体的な要件定義の手順は次のようになる。要件定義で使

用する資料は主に３つある。「基盤基本設計書（要件定義の

成果物）サンプル」と「ヒアリングシート」、そしてプロジェクトを

通して行われるタスクの成果物と依存関係を説明した「タス

ク依存関係図」である。

　まず、タスク依存関係図と基盤基本設計書サンプルを使用

して要件定義段階で決定する事項とそのレベルについて認識

を共有する。その後、ヒアリングシートに従って要件を確認

していく。ヒアリングシートは1日程度の打ち合わせで要件を

ひととおりヒアリングできるボリュームになっており、シス

テム基盤構成や運用全体の整合性を保ちつつ要件を定義でき

るように配慮している。基盤基本設計書サンプルについては

当社が推奨するシステム運用の基本形が記載されており、細

かな運用ルールを定めていないお客さまに対しては運用方式

の提案書のように使用することもできる。ヒアリングシート

に対して回答をいただいた後はサンプルをベースに基本設計

書を作成し、お客さまに内容を確認していただく。基盤基本

設計の承認によりハードウェアやソフトウェア構成と基盤構

築作業内容が確定し、正式見積りの提示を経てメーカへの発注、

詳細設計書の作成が開始される。

3.4  これまでの成果と課題
　このヒアリングシートによる要件定義はこれまで4案件に対

して適用し、２案件についてはすでにリリースを終えている。

完了した案件においては、運用要件を初期段階できちんと合意

したことでお客さまがオペレータ要員計画をスムーズに実施す

ることができた点や、運用引き継ぎ段階でバッチやマニュアル

の追加が突発的に発生することがなかった点が効果的であった。

　今後の課題としては要件定義を実施できる要員の増強と各種

成果物の継続的な改善が挙げられる。ヒアリングシートの使用

によりお客さまが運用に求める要件を聞き出すことはできるよ

うになったが、それだけでは完全ではない。実際の運用現場の

様子は回答の端々に断片的に現われてくるが、システム基盤構

築経験があるメンバーがヒアリングしないと実運用上の問題点

を見落としてしまい、実際には運用しづらい要件となってしま

う恐れがある。こういった文書化しづらい点についても対応で

きるよう改善を進めていくことを考えている。

5.2  システム運用部門・保守部門への引き継ぎ
　システムの開発が終わり、無事にカットオーバーを迎えると、

システムは開発者の手から離れる。カットオーバー間際には

引き継ぎ自体は終えていても、運用部門がそのシステムに慣

れるまでは混乱やそれによる運用品質の低下が発生する場合

がままある。具体的にはオペレーションにかかる時間の増大

や障害発生時の対応手順の確認に時間がかかるといったことが

ある。こういった問題は運用マニュアルなどの引き継ぎドキュ

メントの整備だけではなく、人から人への引き継ぎを確実に行

うことが重要であることを示している。当事業部では構築部門

の構築担当者から実際の運用を担当するお客さまの運用部門担

当者に対し運用説明会を行い、その中で実際の運用手順を実施

いただくというある種のオペレータへの研修サービスを提供し

ている。さらにお客さまから直接連絡を受ける保守部門に対し

ても、引き継ぎのための説明会を行っている。本章ではこれら

の具体的な取組内容について述べる。

(１) システム運用部門への引き継ぎ

　　　当社パッケージを構築した場合、日々のシステム運用は当

　　社のシステム構築部門から、お客さまのシステム運用部門へ

　　引き継いで運用していただく。引き継ぎ先は同じシステム部

　　門でも、要件定義や設計を一緒に進めてきた担当者ではなく、

　　現場の運用担当者（オペレータ）への引き継ぎが主となる。

　　引き継ぎの目的は実際にシステムを運用するための一連の

　　手順を実施できるようになることであるため、現場で運用マ

　　ニュアルを用いて実際にシステムを操作していただく。説明

　　のポイントとしてはオペレータが日々実施する操作や、障害

　　時のエスカレーション手続きなどを具体的に明確に説明する

　　ことである。ここで配慮すべきはお客さまによってシステム

　　運用の体制やスキルレベルなどがさまざまであることである。

　　そのため説明の内容やレベルはできるだけお客さまの状況

　　に合わせ、きちんとオペレータが作業を実施できるように説

　　明を工夫している。構築という視点から説明会で最も重要な

　　のはオペレータと直接やり取りして得られる情報である。オ

　　ペレータからは他のシステムも含めた実際の運用を効率よ

　　く行うための意見をいただくことが多く、これらの意見をお

　　客さまのシステム部門へフィードバックすることでより効率

　　のよい運用が行われる場合もある。

　　　新規のシステムが既存の運用体制にスムーズに入ってい

　　けない場合、オペレータが何らかの手作業を行うことになるが、

　　そういった場合は彼らの負荷は極端に増加する。また、人手

　　が多く介入するシステムでは運用品質の維持が難しい。ITIL

　　を組み込んだ最適な運用設計をし、できうる限りの自動化を

　　施したシステムが最終的に 面倒くさい システムとしてその

　　運用のスタートを切らないよう、構築から運用へとシステム

　　を受け渡す引き継ぎを我々は重要視し、その改善に取り組んで

　　いる。

(２) 保守部門への引き継ぎ

　　　運用の開始と同時に保守部門での運用サポートサービス

　　が始まる。保守部門の役割は問い合わせを処理するだけの

　　ヘルプデスクにとどまらない。ITILでいうサービスデスクとし

　　て機能し、お客さま、開発部門と連携しながら、インシデント

　　管理、構成管理、変更管理、リリース管理を実施し、締結した

　　サービスレベルの維持、向上を行っていく役割を担う。その

　　ため、引き継ぎにおいてはサービスレベルや、システムの構

　　成はもちろん、お客さまの雰囲気やパッケージに関する考え

　　方なども含めて説明する。説明会には開発部門、構築部門そ

　　れぞれのリーダーだけでなく、業務バッチの作成担当者など

　　も含め、システムに関わるメンバーは可能な限り参加する。

　　構築中に発生した種々の問題やお客さまの考え方なども保

　　守部門へ伝えることで、システムのお守りだけを依頼するの

　　ではなく、構築から引き続いてシステムを動かしていくのだ

　　という目的意識を共有している。

　　　このほか、運用設計やマニュアル作成といった構築中の作

　　業にも積極的に保守部門にレビューを依頼し、設計、開発

　　フェーズからの運用連携を実践している。たとえばシステム

　　のサービス継続性はアーキテクチャとして担保できる箇所と、

　　システム化できずに保守部門で対応する必要がある箇所に

　　分けられる。こういった点についてどこまでシステム側で担

　　保する必要があるのか、構築側の意見だけではなく保守側の

　　意見も元にアーキテクチャを決定している。

5.3  レベルアップを目指して
　ITILは中長期的なシステム運用の中で、システム運用の継続

的改善を実現するためのガイドラインである。一定レベルの運

用水準を目標とした基盤構築・運用設計手法は標準化できたが、

よりレベルアップしていくためには、実際の運用フェーズにお

いてお客さま・保守部門・構築部門が三位一体となって運用品

質向上のPDCAサイクルを循環させていくことが欠かせない。

その最初の一歩が開発から運用への引き継ぎである。ここで述べ

た引き継ぎ改善への取り組みは、まだ始まったばかりである。今後

は保守部門と構築部門でのサポート情報共有とノウハウ体系化を

進め、より高い運用サービスを提供していきたいと考えている。

　お客さまとシステム基盤の設計について検討するとき、シ

ステムの構成や運用ツールの機能選定から検討が始まってしま

う場合がある。本来、最初に検討すべきはお客さまのビジネス

目標と許容されるダウンタイム、運用のために準備できる体制

等のサービスレベルであ。システム構成や運用ツールは、それ

らを満たすための後付けにすぎないということをつい忘れがち

である。

　安定したシステム運用のためには、それ単体で安定稼働する

システム基盤をお納めすればよいだけではない。お客さま運用

部門の日々の業務でどのように使われるかを理解し、運用設計

を行う必要がある。業務システムのアプリケーションがお客さ

まのコア業務を改善するために存在するように、システム基盤

は運用部門の業務を改善するために存在する。システム基盤は

単にアプリケーションのプラットフォームだけではなく、業務

改善の一部にもなるのだという意識を持ち、今後も「きちんと

運用できるシステム基盤」を目指していきたい。

表２  基盤バッチ化される定型処理例

複雑なコマンドを伴うクラスタの操作を容易に行えるようにする。
稼働状態の確認や、稼働系・待機系を切り替える。

処理名 　　　　　　　　　　機能

ログ整理

性能情報取得

サービス起動停止

データバックアップ

ログの一括取得

パスワード一括変更

クラスタ制御

OSや各種ミドルウェアが出力するログをバックアップする。
また、不要になったバックアップファイルを削除する。

データベースやアプリケーションサーバの性能情報を一定期間
分保存する。

データベースやアプリケーションサーバなど複数のプロセスから
なるサービスをまとめて起動・停止する。

共有ディスクをマウントし、データベースのデータをテープメディア
にバックアップする。

障害発生時に複数サーバの主要ログを一括して収集し、アー
カイブする。

ランダムパスワードを生成し、複数サーバの複数アカウントに対
して一括設定する。
併せてパスワード一覧をテキストファイルで作成する。
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