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はじめに 

 

仕事として、他社が作ったシステムの運用業務を受け持った時、「どうしてシステム設計の時に運用が考慮され

てないの？」と愕然としたことがあります。昔々は、お客様がご自分で運用出来るようなコンピュータではあり

ませんでしたから、自ら作ったシステムを、お客様の立場で自ら運用するという形態が普通でした。そういう経

験があると、システム設計の時に自然と運用を考慮するようになります。 

 

オープンシステムが席巻してから入社した方は、お客様担当者が運用するという前提でシステムを設計されてい

ると思います。もしかすると、お客様がどれだけ苦労されて運用されているのかを気付かれてないのかも知れま

せん。お客様も「こういうもの」だと思われているかも知れません。 

 

ほんの少し運用を考えた設計になっていると、お客様の負担が大幅に減る事があります。本当なら我々先輩がＯ

ＪＴなどで教育すべき項目でしょうが、オープンシステムが急激に入ってきた９５年ごろは、我々自身が新しい

技術をキャッチアップするのに精一杯でそういう余裕はありませんでした。そこで技術が十分に伝承出来ていな

いと反省しています。 

 

運用管理に関する世界的なガイドとして、ITIL(Information Technology  Infrastructure Library) があるのは

ご存知の通りです。ところが、ITIL は、運用プロセスを中心として、何をすべきか（ＷＨＡＴ）しか書かれて

いません。そのためシステム設計・運用設計の指針にはなりません。 

 

 ＮＥＣの標準開発プロセス（ＳＤＥ）を参照しながら、具体的にどういう観点で運用を考慮すべきかを説明し

ます。足らない項目や追加した方が良い事があれば是非連絡して下さい。間違い・勘違い、内容がわかりにくい

部分やこう記述した方が良いなどの意見も大歓迎です。 

 

今回は①としてイントロダクションを書きます。ご要望があれば、もっと具体例を書いていくつもりです。 

この資料が、システムの安定稼動の一助になれば幸いです。 

2010.5.24 

佐野 初夫 
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１．１．１．１．    運用運用運用運用って？って？って？って？ 

 システムに、本来の目的にあった動きをさせるための行為全般をここでは「運用」と呼んでいます。例えば、

月次スケジュールの登録作業だとか、印刷物の発送だとか、もちろん DISK障害の対応も運用作業の一部です。

人間が入力した文字列のエラーチェック（ヴァリデーションチェック）はプログラムが行う事ですから運用とは

呼びませんが、どこまでのチェックをどうやって行うかについては運用設計の一部になる事があります。例えば

ＥＤＩで受信したお客様のデータにエラーがあったときの対応手順などです。 

 

 Ｉ／Ｏエラーが発生した時に、プログラムでどう処理するかのルールなどは標準化設計に記述します。それも

運用設計の重要な一部です。プログラム改修を本番リリースするまでの手順（プロセス）や障害が発生した時の

エスカレーションルール、構成管理手順などの運用業務設計は ITILが参考になります。 

（１）（１）（１）（１）    運用を考慮するってどういう事？運用を考慮するってどういう事？運用を考慮するってどういう事？運用を考慮するってどういう事？ 

2008 年に某航空会社がサーバ証明書の更新を忘れてチケット発行が出来なくなり、２億円の損害を出したこ

とは記憶に新しいでしょう。 

 

 

 

 

 

原因は「認証機能の有効期限切れ」（報道より） 

9 月 18 日、14 日に起きた大規模なシステム障害の原因は、空港のカウンターで係員が操作する端末を

認証する際、認証サーバの暗号化認証機能の有効期限が切れていたためと発表した。 

 

 システム障害は 14 日未明に発生。端末に旅客データを取り込むことができなくなり、計 63 便が欠航、

357 便が遅延。約 7 万人に影響が出た。原因は、端末認証管理サーバの暗号化認証機能の有効期限が 9

月 14 日 1 時 44 分までに設定されていたこと。空港のカウンターに設置された端末を係員が使おうとした

際、暗号化処理でエラーが出た。 

同サーバは 2005 年 9 月に導入した。当初は暗号化認証機能を使用するシステムがなく、有効期限を初

期設定の 3 年（08 年 9 月 14 日まで）のままにしていた。07 年に認証機能を使い始めたが、有効期限の確

認を怠っていた。 

 

 15 日、16 日は暫定的なシステムで運用し、原因を究明。有効期限が原因と特定し、16 日深夜から 17

日未明にかけて有効期限の延長処理を行い、正常動作を確認した。 

 再発防止に向け、有効期限が設定されている全システムの使用状況を調査する。システム開発プロセスの

標準化を進め、マニュアルを充実させ、チェック体制を強化する。社外の第三者による開発プロセス審査体制

も築く。社長の報酬の 50％を 1 カ月カットするなど、幹部 10 人の処分も発表した 
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 記事ではわかりにくいですが、「暗号化認証機能」は SSL の事です。「端末認証管理サーバ」ですから、ク

ライアント認証でしょう。「有効期限を初期設定の 3 年」というのは、いわゆるオレオレ証明書を使っていると

いう事ですね。ＤＮＳの申請やＳＳＬの証明書は、必ず定期的に更新が必要になります。この障害を教訓として

運用を考慮したシステム設計を考えて見ましょう。 

 

当初 2005年にサーバを導入した時は、ＳＳＬを使ってなかったとの事ですから、放置プレイも仕方がないで

しょう。Windows にはデフォルトで色々なものが入っていますから、使ってないものにまで何かをするのは現

実的ではないです。問題は 2007年にＳＳＬを導入した時です。ＳＳＬ自体は枯れた技術ですが、オレオレ証明

書のままで良いのかの議論はしているはずです。ＳＳＬを使用する事はＰＦ設計者でなく業務設計者が決めるべ

き項目ですから、システム設計のタイミングで、次の事を決めるべきでした。 

 

① 証明書の有効期限切れをどうやって把握するのか【業務運用設計】 

� 認証機関(Cybertrustや Verisign)で取れば、メールや電話で教えてくれる 

� 運用カレンダーに書く方法は、忘れる可能性が高く危険 

� 月次運用処理があるなら、その時に有効期限をチェックシートに記入させるのが良い 

� 有効期限を管理マスタなどに登録し、３ヶ月前になるとメールなどで通知する仕掛が最善 

② 誰がどういう手順で更新するのか【運用業務設計】 

� 更新担当者を決め、どういうトリガーで何をするかの手順書を作成する 

 

 運用を考慮したシステム設計を行っていれば、防げた障害でした。年１０万円を惜しんでオレオレ証明書を使

うと判断した事がつまずきの最初でしょう。金を惜しむなら手間を惜しんではいけないものです。 

 

 余談ですが、某 ISPでは１年間に必要な SSL証明書の数があまりに多いために、Verisignの本物の証明書を

社内で発行出来る契約になっていました。そのための期限管理システムもありました。もっと余談ですが、

Verisignの電子証明書事業がシマンテックに買収された(2010.5.20)のには驚きました。 

 

（２）（２）（２）（２）    どういう点に注意すればいいの？どういう点に注意すればいいの？どういう点に注意すればいいの？どういう点に注意すればいいの？ 

 私自身、一般的な方法論があるかと市販図書などを色々探してみましたが、見つかりません。恐らくシステム

構成や業務システムによってあまりにも違うために書ききれないのだろうと思います。 

 実際に本番になった時の事を考えるという想像力と、ある程度の経験があれば誰でも出来るはずだと思ってい

ます。私の経験上、基本は次の３点に尽きると考えています。 

 

「① 人的処理（人間の操作）」 「② 監視」 「③ 障害対応」 

 

 先ほどの証明書は①の人的処理に関する運用設計が出来ていなかった例です。 
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２．２．２．２．    ＮＥＣ標準の開発プロセスではどうなってＮＥＣ標準の開発プロセスではどうなってＮＥＣ標準の開発プロセスではどうなってＮＥＣ標準の開発プロセスではどうなっていいいいる？る？る？る？ 

 

ＮＥＣの標準開発方法論である、ＳＤＥ(System Director Enterprise) でも、最初は運用についてあまり考慮

されていませんでした。初期バージョンでは、運用設計が入ったプロセスと入ってないプロセスが併記されてい

ました。データセンターなどに導入するシステムには必要だという意識だったのでしょう。 

 

その後、バージョンが 3.1 に上がった時に、必ず運用設計が必要だと明記されました。動くシステムを作る

だけでなく、システム開発後の確実な IT運用を実現することが重要だと認識されたのです。SI上流での運用設

計が極めて強化されています。 

（１）（１）（１）（１）    ＳＤＥで定義された運用設計ＳＤＥで定義された運用設計ＳＤＥで定義された運用設計ＳＤＥで定義された運用設計 

 ＳＤＥによると、運用設計は次の５つのアクティビティに分かれます。これらを説明した「運用設計ガイド」

も発行されています。（私は残念ながらまだ読めていません） 

 

    ＜運用設計の５つのアクティビティ＞＜運用設計の５つのアクティビティ＞＜運用設計の５つのアクティビティ＞＜運用設計の５つのアクティビティ＞    

・ 運用要件定義 ・・・要件定義工程で運用要件を整理する 

・ 標準化設計  ・・・メッセージ形式やドキュメントを標準化する 

・ 業務運用設計 ・・・業務運用の視点で、ＡＰに運用機能を作りこむ 

・ 基盤運用設計 ・・・基盤運用の視点で基盤に運用機能を作りこむ 

・ 運用業務設計 ・・・システム全体の人間系の業務を設計する 

 

ここで注意して欲しいのは、基本設計のアクティビティである「システムシステムシステムシステム運用運用運用運用設計設計設計設計」や「ＰＰＰＰＦ運用設計Ｆ運用設計Ｆ運用設計Ｆ運用設計」とは

違うという事です。システム運用設計は、運用サイクル（日次・月次・年次など）別に時間帯を明確化する事や、

ジョブフローやジョブネットなど「正常に動かすための」設計です。やって当たり前です。 

 

本番運用を想定した時にどういう運用機能が必要かを設計どういう運用機能が必要かを設計どういう運用機能が必要かを設計どういう運用機能が必要かを設計するのが、運用設計です。昔、システムがこんなに

複雑でなかった頃は、業務設計とＰＦ設計、運用設計など全てを１人で行う事が普通でした。今は専門性が高く

なりすぎて分業制になっています。そのため、業務設計者とＰＦ設計者で相互レビューが出来るように、共通ア

クティビティとして運用設計があると考えるとわかりやすいです。 
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（２）（２）（２）（２）    誰が誰が誰が誰がいついついついつやるの？やるの？やるの？やるの？ 

 ＳＤＥは、ロール（役割）を次のとおり定義しています。下線太字の担当者が、運用設計を行います。 

「運用設計は、運用設計者が行うもの」と思っている方はＳＤＥを再度読み直してください。NECST でテー

ラリングしたものは、「開発プロセスだけを整理したものであり、運用関係は元のＳＤＥのまま」との見解だそ

うですから、ご注意下さい。 

 

プロジェクト 

マネージャ 

プロジェクトを遂行するプロジェクトオーガナイザ 

 業務設計業務設計業務設計業務設計    業務に精通し、ユーザの要求仕様を分析して、要件の確定およびテスト計画作成、システム設

計への橋渡しを担当します。 

要件定義フェーズ、基本設計フェーズで中心的な役割を果たします。 

 機能設計 業務を理解し、利用するインフラ・ＦＷなどシステム環境を適用したソフトウエア機能設計を

担当します。下流工程との整合性を取れるレベルの実装知識も必要です。 

 実装設計 内部設計フューズで、アプリケーションの実装に関する設計を中心に担当します。 

フレームワークや言語特性に合わせたアプリケーション実装設計を行います。 

 製造 アプリケーションの実装を中心に担当します。 

製造・単体テストのフェーズで中心的な役割を果たします。 

 ＤＢ設計 データベースの設計で中心的な役割を果たします。要件定義フェーズ、外部設計フェーズで、

データ分析・データモデルの最適化設計（概念/論理/物理）を実施します。  

    ＰＦ設計ＰＦ設計ＰＦ設計ＰＦ設計    主にＨＷ、ＳＷ(ＯＳ、ＲＤＢＭＳ、ミドルウエア)の設定などシステム基盤構築、環境・運用面

を中心に担当します。 

    標準化標準化標準化標準化    PJ で採用する開発方針・システムの処理方式の決定、フレームワーク適用などＰJ 全般で設計

実装に関する方針決定作業を担当します。設計標準規定、ＡＰ実装方式設計・検証、共通ｺﾝﾎﾟｰ

ﾈﾝﾄ設計、AP環境設計で中心的な役割を果たします。 

 移行設計 本番移行（システム、データ）に関する方針、計画、ツール設計、構築を担当します。 

    運用設計運用設計運用設計運用設計    運用で中心的な役割を果たします。主に、インシデント／問題管理や変更／リリース管理など

人間系運用業務のプロセス設計を担当します。 

 

運用設計の５つのアクティビティの中で、運用業務設計以外は、業務設計やＰＦ設計を担当する人が運用の観

点で活動するアクティビティです。運用業務設計だけは運用者が中心となって作業しますが、実際にはその他の

４つのアクティビティを整理して、人間が何をするかという視点で整理するだけです。ITIL は運用業務設計が

中心課題ですから、システム設計では参考としにくいのです。 
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運用設計の 

アクティビティ 

「誰が」中心となり 

「何」の設計作業を行うときのアクティビティか 
共同作業者 

 運用要件設計  「業務設計」担当者 

 非機能要件整理、要件確定

 ＰＦ設計、運用設計 

 標準化設計  「標準化」担当者 

設計標準策定、ＡＰ実装方式設計

  

 業務運用設計  「業務設計」担当者 

システム運用設計、ジョブネット設計、ＡＰ実装方式設計

 ＰＦ設計、運用設計 

 基盤運用設計  「ＰＦ設計」担当者 

構成概要検討、構成・方式設計・ＰＦ運用設計

 業務設計、運用設計 

 運用業務設計 「運用設計」担当者 

   運用者が中心となり作業する
         

 

これらは、それぞれの設計フェーズで行う事が一般的でした。例えば、システム運用設計の中で業務運用設計を

行うなどです。ＳＤＥでは、設計者の間で運用に関する設計のポイントを共有することで、抜け漏れを防止しま

す。つまり運用に関するアクティビティを集約し全員でレビューすることで、横断的にポイントを確認すること

を可能としています。 

 

 

 

【業務設計】 

  システム運用設計 

【ＰＦ設計】 

  ＰＦ運用設計 

 標準化設計 

 業務運用設計 

 基盤運用設計 

運
用
要
件
定
義 

運
用
業
務
設
計 

【運用設計】 
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３３３３．．．．具体的な事例具体的な事例具体的な事例具体的な事例 

 前述した、注意点－①人的処理（人間の操作） ② 監視 ③ 障害対応について、私の実際に経験した具

体例を書いてみます。どういうところを注意すれば良いか考えてみてください。 

（１）（１）（１）（１）    人的処理（人間の操作人的処理（人間の操作人的処理（人間の操作人的処理（人間の操作）））） 

 

 システム設計は、理想的には業務フロー図とＥＲ図でシステム全体を俯瞰しながら進めます。その時、出来る

ＳＥであればシステム境界の内外を強く意識します。外から入るデータは相手がプログラムであったとしてもチ

ェック機能が必要だからです。それだけなら、既にされていると思いますが、同時にこういう事も考えているで

しょうか。 

 

・ データエラーが発生した時にどうするのか（スキップ？待つ？無視する？） 

・ エラーをどうやって誰に連絡するのか 

・ 誰が訂正するのか 

・  

これらの事まで考えてシステム設計を行ってください。それが、運用を考慮したシステム設計です。運用の内

容によってはシステム設計自体大きな変更が必要になります。 

 

 

 

 

業務システム 

ＥＤＩ伝送 

サブシステム サブシステム 

サブシステム サブシステム 

シ
ス
テ
ム
境
界 

シ
ス
テ
ム
境
界 

他システム 

エラーの時 

どうするんだろ 

エラーは受付けません 
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 全国の支店から CSV 形式でデータを登録させて本部集計するというシステムがありました。フォーマットず

れや入力ミスについて考慮なし。現実に毎日頻繁に発生していました。登録と集計までに時間的余裕がなかった

ため、エラーを指摘して修正してもらう時間がとれなくなります。しかたなくオペレータが電話等で確認しなが

らデータパッチをあてていました。本来支店が責任を持つべきデータを本部で勝手に修正しても良いかという問

題（改竄疑惑）も出てくるでしょう。 

 

 このケースでは２段階の手を打ちました。まず、支店側でフォーマットをチェック出来るプログラムを作成し、

配布することで、支店側で事前チェックが出来るようになりエラーは激減しました。次に本部サーバのバッチ処

理でデータエラーが発生した時はそのデータだけをエラーとして支店からアクセス可能なポータルに載せるよ

うにしました。支店では送信後そのポータル画面を見て正常処理を確認します。エラーが発生した場合でも支店

だけで自己完結出来るようになりました。私が問題提起して、この改善が完了するまで１年以上かかりました。

一度本番で動いてしまうと、運用を楽にするだけでは費用が出ないためです。 

（２）（２）（２）（２）    監視監視監視監視 

 東京のあるシステムで助けて欲しいと言われ参加しました。そのシステムは他社のデータセンターに設置する

ショッピングサイトでした。ＰＪルームに入って大変驚きました。結合テスト中でしたが、エラーになるとプロ

グラムからコンソールにダイヤログメッセージを出力していたのです。 

 

 

 びっくりしてリーダーに尋ねると次の返事でした。 

「テストが始まってコンソール出力している事に気付いたので『printf禁止』（ｃ言語でした）と通知したのです

が、どうやら『putchar』を使い出したようなのです。」 

 

 データセンターに設置したサーバで動くプログラムがそれぞれのコンソールに出力しても誰も見ないのは当

然です。普通のインフラ構成ならコンソール画面がない事も多いでしょう。若いプログラマーはデータセンター

の見学にも行ったことがなく、どういう運用をしているかを想像出来なかったのです。イベントログ（アプリケ

ーションログ）に出力する関数を作って一気に入れ替えましたが多少漏れたかも知れません。本来は標準化設計

で周知すべきでした。 

 

サーバコンソール 結合テスト中 

Ｉ ／ Ｏ エ ラ ー

Ercd=Ora40

Ｉ ／ Ｏ エ ラ ー

Ercd=Ora40
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（３）（３）（３）（３）    障害対応障害対応障害対応障害対応 

システムの障害が発生した時は、原因追究よりもサービスの再開（ワークアラウンド：回避策）を最優先とし

て活動します。システムが回復しない場合があるなら、ＦＡＸ発注に切り替えるなど最悪人間系での回避策が必

要になります。これも設計要素です。 

 

システム構成を考える時、「ＳＰｏＦ（Single Point Of Failure:非冗長化障害点）」を考慮することは極めて重

要です。ＳＰｏＦの構成部品が残るなら、それが故障した時の回避策と再開手順は、システム設計する時には必

ず作っておく必要があります。サービス再開に構成部品の修理が必要なら、その復旧時間目標も「設計」する必

要があります。お客様がシビアに復旧時間(MTTR)を求めてこられるなら、フィールディングに保守部品在庫の

常備を依頼し、何時間以内に現場に到着出来るかの約束をしてもらいます。ただ、交通事情や他の顧客の障害状

況によって確約は出来ません。お客様とは「○時間以内の復旧が８０％以上」などという天気予報のような契約

をします。 

 

私自身は「１日止まっても手運用で何とか業務が回るか」をひとつの基準にしています。回せないなら冗長構

成を検討します。冗長構成というと、何の検討もなくクラスタを提案する方がいますが、それには反対です。１

つでもＨ／Ｗやミドルを増やせばそれだけ障害確率が増えるからです。クラスタ化されたサーバ同士の依存関係

が強いため、セキュリティパッチひとつ当てるのも難しくなります。ＦＴサーバは構成部品からＳＰｏＦを排除

するという考え方ですが、バスや筐体はＳＰｏＦです。ＦＴサーバが障害で停止する事は珍しくはありません。 

 

障害が発生する事を想定して、システムログ、アプリケーションログを取得します。どの程度詳細に取るかは

設計要素です。どれだけ迅速に、障害の原因をつきとめデータ復旧出来るかはログに依存することが多いです。

リブートして復旧させることは迅速な復旧のために必要ですが、真の原因をつかみ対処するためには状態が変化

することは望ましくありません。その場合でもログが一助になります。 

＜終わりに＞＜終わりに＞＜終わりに＞＜終わりに＞ 

 いかがだったでしょうか。何かひとつでも新しい発見があって、システム設計に生かせてもらえればうれしい

です。そしてそれが、ＣＳ向上に役立ち、「NECST に作ってもらって良かった」と言われるようになったなら

望外の喜びです。 

 

もっと読んでいただけるなら、もう少しチェックポイントとして整理した内容を書こうと思います。是非感想

や要望を教えてください。似た経験をされた方の経験談も募集します。 

 

以上 


