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あ ら ま し

クラウドサービス（以下，クラウド）と仮想化技術は，急速に普及している。企業の情
報システムでは，オンプレミスだけでなく，適材適所でプライベートクラウドとパブリッ
ククラウドを組み合わせることで，効率的に最適なシステム構成にすることが求められ
ている。仮想環境やプライベートクラウドは，分散していた業務システムの実行環境を
一手に引き受けるために，多数の物理サーバや機器で構成されている。企業の情報シス
テムが，このような多種多様なサーバ機器で構成された大規模なシステム環境へと変化
したことで，人手中心の管理では運用が困難になってきている。その解決手段として，
一連のコマンド操作をスクリプト化して作業の省力化を図るシステム運用作業の自動化
が従来から行われている。しかし，複数のサーバにまたがって行う操作など，単純な自
動化スクリプトでは実現が難しい作業がある。このため，運用手順書を作成し，その内
容に従って人が作業することがまだ多いという課題がある。
本稿では，手作業による企業情報システムの運用を標準化・ワークフロー化して自動

化を進め，運用の効率性を飛躍的に高めるFUJITSU Software Systemwalker Runbook 
Automationの開発と運用の取組みについて紹介する。

Abstract

Cloud services (hereafter referred to as “the cloud”) and virtualization technologies 
are rapidly growing in popularity.  There is increasing demand for corporate 
information systems to be efficient, optimized ones which do not consist solely of on-
premises components, but also employ private and public clouds where appropriate.  
Virtual environments and private clouds are often composed of large numbers 
of physical servers and devices in order to enable them to handle the execution 
environments of widely distributed operational systems.  This shift to large-scale 
environments composed of diverse server devices has made it difficult to manage these 
environments manually.  This problem has been addressed by creating scripts which 
perform sequences of commands, reducing management workload by automating 
system operation work.  However, simple automation scripts have difficulty handling 
operations which span multiple servers.  This has made it necessary to create operation 
procedure documentation, and performing the work detailed in these procedures still 
presents a significant amount of overhead.  This paper introduces Fujitsu’s development 
and operation of FUJITSU Software Systemwalker Runbook Automation, which 
dramatically improves operation efficiency by standardizing, creating workflows, and 
automating the operation of corporate information systems, which has until now been 
done manually.
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れている。企業の情報システムが，このような多
種多様なサーバ機器で構成された大規模なシステ
ム環境へと変化したことで，人手中心の管理では
運用が困難になってきている。例えば，システム
環境の機種やOSの違いが作業を複雑化させる。シ
ステム管理者にとっては，メンテナンス時にその
物理サーバやOSの仕様やインターフェースに応じ
た手順で作業を実施しなければならず，OSごとの
ノウハウの修得や，作業手順の相違などが負担に
なる。更に，プライベートクラウドでは，仮想サー
バの貸出や返却のような作業が発生し，それに伴
い人による承認作業などが新たに増えてくる。こ
のように，人手の介入は管理作業の遅延の要因と
なる。
その解決手段として，一連のコマンド操作をス
クリプト化して作業の省力化を図るシステム運用
作業の自動化が従来から行われている。しかし，
複数のサーバにまたがって行う操作，OSやミドル
ウェアのバージョンレベルの違いにより異なる操
作，人が実施する必要がある作業（操作対象の判
断や結果確認）など，単純な自動化スクリプトで
は実現が難しい作業がある。このため，運用手順
書を作成し，その内容に従って人が行う作業がま
だ多く，課題の十分な解決になっていない。
また，クラウド環境では，仮想サーバの追加や
削除が頻繁に行われる。それに合わせて，操作対
象サーバの運用手順書を改版していくことが負担
となっている（図-1）。
このように，複雑化したクラウド環境のシステ
ム運用は多くを人手の作業に依存している。運用
効率化のポイントは，人手による運用作業を自動

ま　え　が　き

クラウドサービス（以下，クラウド）や仮想化
技術の普及とともに，企業の情報システムがより
複雑化してきている。その一方で，24時間365日の
ビジネス継続や，ビジネス環境の急速な変化に対
応するため，ICT企業は安定したサービスと変化に
素早く対応できる企業情報システムの構築を進め
ることはもちろんのこと，運用負荷・コストをで
きるだけ抑えながら実現していくことが求められ
ている。
本稿では，上記への対応として，手作業による
企業情報システムの運用を標準化・ワークフロー
化して自動化を進め，運用の効率性を飛躍的に高
める FUJITSU Software Systemwalker Runbook 
Automation（1）（以下，RBA）の開発と運用の取組
みについて紹介する。

クラウド環境のシステム運用効率化の課題

企業の情報システムでは，自社内の設備で運用
するオンプレミスだけでなく，適材適所でプライ
ベートクラウドとパブリッククラウドを組み合わ
せることで，最適なシステム構成にすることが求
められている。
これに伴い，システム管理者の管理対象範囲の
拡大や，管理方法の変化などが生じた結果，シス
テムの運用管理作業への負担が増大しており，運
用コスト削減への新たな課題となっている。
通常，仮想環境やプライベートクラウドは，分
散していた業務システムの実行環境を一手に引き
受けるために，多数の物理サーバや機器で構成さ
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図-1　従来システムにおける運用手順の修正
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て一元管理するCMDB（Confi guration Management 
Database：構成管理データベース）と連動するこ
とで，複雑化したクラウド環境の運用作業を効率
的に自動化できる。具体的には，オンプレミスの
物理サーバや，プライベートクラウドとパブリッ
ククラウド上の仮想サーバの情報を，CMDBのエー
ジェント機能が自動収集する。収集したサーバや
OSなどの情報に基づいて，自動運用プロセスの動
作を動的に変更する。運用管理者は，サーバの増
減を意識せずに最新のシステム構成を正確に把握
し，管理できる（図-2）。

CMDBの情報と運用が連動する機能は，他社か
らも提供されている。一方，富士通のCMDBは
Systemwalkerシリーズやシステム統合管理ツール
「FUJITSU Software ServerView Suite」（4）と連携
して，仮想サーバの配備に合わせてサーバ監視の
設定を変更できるなど，より高度な運用効率化を
実現できる点が大きな強みである。

RBAは，ほかにも以下の特長を備えている。
（1） 人が介入する運用作業も含めた運用作業全体
の一元管理・制御
OSやミドルウェアに対する操作だけでなく，人
が行う確認・判断作業も含め，運用作業全体を一
元的に管理する。仮想化基盤を構築した場合，シ
ステムの管理と業務の管理といったように複数の
役割が登場する。申請・承認作業を含めた運用作
業全体を制御することで，決められた申請・承認
ルートに従った運用を間違いなく確実に実施でき，
センター運用の負荷を軽減できる（図-3）。

化することである。

クラウド運用効率化の市場動向

従来の手作業によるシステム運用を標準化・ワー
クフロー化し運用管理作業全体の自動化を進める
ことによって，効率を飛躍的に向上させるニーズ
が高まっている。この自動化により，単純作業に
よる運用負荷の軽減，ヒューマンエラーの防止，
サービスレベルの向上やコンプライアンスへの合
致，運用コストの低減など，広く効果が期待できる。
また，IDC Japanによると，運用自動化市場は，

2012年で前年比41.6％増，2013年も前年比38.7％
増と市場の拡大が続いている。（2）これまでは，仮想
サーバの追加・削除といった仮想サーバ管理の自
動化を中心に伸びてきたが，近年は上述した運用
管理作業全体の自動化が大きく成長している。こ
のように，仮想環境やクラウド環境へシフトする
際に，運用プロセスを効率化する大手企業が増え
ていることが分かる。
仮想化やプライベートクラウドの登場によって
運用自動化市場は新たな需要が喚起され，国内外
の各ベンダーが最も注力して製品を投入している。

クラウド運用効率化への富士通の取組み

富士通は，2010年にRBAの出荷を開始して以来，
これまで運用手順書に従って人が行っていた運用
作業を，「自動運用プロセス（運用フロー）」とし
てシステムに登録することで，運用管理作業全体
を自動化し，効率化を支援してきた。（3）

RBAは，システムの構成要素の関係を自動検出し
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図-2　CMDBを用いた効率的な管理
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停止指示・待ち合わせ・停止確認など）を，あら
かじめ運用操作部品として用意している。一般的
に，OSやミドルウェアごとに操作や使用するコマ
ンドが異なっている。運用操作部品を利用するこ
とで，操作対象のサーバやOS，ミドルウェアに応
じて使用するコマンド/オプションを自動的に判別
する。これにより，マルチプラットフォーム環境
を意識することなく運用作業ができる。更に，サー
バや物理/仮想サーバの違い，OS，ミドルウェアの
深い知識がなくても標準化された手順で運用管理
業務を実施でき，作業者のスキルに依存しない運
用作業ができる（図-5）。
また，複数のサーバやOS，ミドルウェアを一括
で扱うためグループ処理部品や繰り返し処理を行
う操作部品をあらかじめ準備している。これらを
利用することにより，多数の操作対象を簡単に取
り扱うことができる。

（2） 自動運用プロセスの柔軟な中断・再開
緊急の割込み作業などが発生したときに，実行
中のほかの運用プロセスを中断して割込み作業を
行った後，中断した運用プロセスを再開するといっ
た柔軟な運用ができる。
（3） 定常的な運用作業の確実な実行
運用作業手順の自動化だけでなく，定常的な運
用作業を月間の運用スケジュールに従って自動起
動もできる。起動スケジュールの変更や起動抑止
により，急な運用変更にも柔軟に対応できる。ス
ケジュールによる確実な運用実行と，お客様の運
用要件に合った柔軟な運用ができる（図-4）。
（4） 自動運用プロセス作成を容易にする運用操作
部品群
プラットフォームやソフトウェア，機器の操作
性の違いを吸収して運用作業を標準化できる。
運用作業の中で必要となる様々な操作（サーバ

図-3　トラブル発生時の運用作業の自動化
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図-4　定常的な運用作業の自動起動



FUJITSU. 66, 1 （01, 2015） 85

ダイナミックに変化するクラウド環境に柔軟に対応するシステム運用自動化技術

更に，運用作業のコストや，運用作業の操作ミス
も防止できる。
（6） GUIによる開発・デバッグ
自動運用プロセスは，作業ごとにカテゴライズ
された運用操作部品をドラッグ＆ドロップで配置
することで，簡単に作成できる。作成した自動運
用プロセスを，GUI（Graphical User Interface）
上でフローの流れや変数の変化を確認しながらデ
バッグすることで，作成した自動運用プロセスが
正しく動作することを確認できる（図-7）。
これにより，運用手順書を簡単に自動運用プロ
セスとして記述し自動化できる。

（5） 運用実践に基づくテンプレートによる簡単・
安全な自動化
データセンターの運用業務では，サーバそのも
のだけでなく，仮想化ソフトウェアなどのシステ
ム基盤，更には業務システムについて正しい知識
を持ち，運用作業を実施しなければならない。こ
れらの運用操作に対して，データセンターにおけ
る運用実践から得られた実績のあるプロセスに基
づいて作成した各種操作を自動化するためのテン
プレートを用意している。このテンプレートを利
用することで，Web 3階層システムの起動/停止や，
トラブル発生時の初期切り分け・通知・一次対処
といった作業を正しい順番で操作できる（図-6）。

図-5　運用操作部品を活用した自動運用プロセス作成

図-6　テンプレートを活用したトラブル発生時の運用
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む　　す　　び

本稿で紹介したFUJITSU Software Systemwalker 
Runbook Automation（RBA）は，これまで人が行っ
ていた運用作業を自動化して，企業情報システム
の運用の効率化を支援してきた。例えば，ある企
業ではRBAを導入して運用作業を自動化すること
により，約70あるシステムの運用に必要なオペレー
ターの作業時間を，1か月あたり延べ1000時間削減
した実績がある。
今後，クラウドの普及に伴い，プライベートク
ラウド，パブリッククラウド，ハイブリッドクラ
ウド，オンプレミス型システムの混在が進む環境
においても，お客様のシステム運用の更なる効率

む　　す　　び
化に貢献する製品開発に取り組んでいく。
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図-7　GUIによる開発・デバッグ
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