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はじめに 

ビジネスにますますスピードが求められる昨今において、ビジネス効率化のための手段としてコンピュー

タ・システムに対する要求は高まる一方です。ハードウェア性能はムーアの法則どおりに着実に集積密

度を上げ、性能も向上してきました。ビジネスの変化に対応するには、ノイマン型コンピュータはソフトウ

ェアを開発するだけで、さまざまなビジネスプロセスにすばやく対応できるため好都合です。こうしてコン

ピュータ・システムはビジネスを遂行するために、無くてはならない存在となったのです。ビジネスの急速

な変化に追随するために、短期間に巨大なソフトウェアを作り上げ、それを動かすための高い性能と信

頼性を持ったハードウェアが際限なく求められます。ビジネスのスピードは、システム開発のスピードを

指していると言っても過言ではないでしょう。 

一方で、システムを運用してビジネスを効率化することが本来の目的であるにもかかわらず、システム機

能面の開発が優先され、限られた工期の中でシステム運用のための準備期間は短縮され、数年間に渡

って高いランニング・コストの運用を強いられることになります。特に分散システムにおいては、複数のハ

ードウェアと複数のソフトウェア、さらにネットワークが密接に関連し、システム管理をさらに複雑にしてい

ます。 

エンカレッジ・テクノロジでは、システムを開発した担当者、システムを運用する担当者、ハードウェアベ

ンダやソフトウェアベンダ、システムを利用するエンドユーザ、との間の密接なコラボレーションこそが、

運用の効率化とコスト削減を実現する手段と考えています。本書で紹介する Encourage Super 

Station Version 2（以下、ESS）は、システムの監視から問題の追跡、復旧に至るまでのコラボレーショ

ンを支援し、インシデント・ライフサイクルを管理する製品です。 
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システムを維持するための共同作業 

ESS では、監視から問題の追跡、復旧までの一連の管理業務を効率化することで、サービスレベルの

向上とコスト削減を両立させるためのさまざまな機能が盛り込まれています。 

監視業務では、おおよそ以下のようなステップが考えられます。 

① 監視と問題検知 業務システムやネットワークに対して問題がないか監視を行います。 

② 影響範囲と原因分析 問題を検知すると、業務システムとして、どのような影響範囲が想定される

か、または実際に影響を受けているか特定し、利用者に問題発生を連絡し

ます。また、問題が発生している監視対象とそれに関連するリソースにアク

セスして状況を把握し、発生したメカニズムと、本当の原因を探り出します。 

③ 復旧作業と記録 原因を特定し、原因を取り除くための復旧措置を検討して、最適な措置と

手順を適用します。また、発生から復旧までの対処を監査証跡として記録

するとともに、今後の際策を検討します。 

これらの一連の作業は、「サービスの標準の運用に属さない事象」に対して管理することとして捉えるこ

とができます。ITIL(IT Infrastructure Library)では「インシデント管理」に相当します。 

この一連の作業は、システム運用管理の担当者のみならず、システムを企画・設計・開発した人たち、シ

ステムに関係するハードウェア、ソフトウェアパッケージを提供したベンダ、さらにはシステムの利用者な

ど、システムに関わるすべて人たちの共同作業で成り立つものです。システム運用管理は「共同作業=

コラボレーション」がもっとも重要なのです。 

これらのステップを迅速に且つ効率的に行うために ESS が提供する数々の機能について順に見ていき

ましょう。 
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監視と問題検知 

ESS は、大きく４つのコンポーネントで構成されています。監視情報を収集するための ESS コレクタ、収

集した情報をサイト内の１ヶ所に集約するための ESS コントローラ、情報を蓄積するための ESS マネー

ジャ、情報を表示・操作するための ESS コンソールの４つです。 

 

１つのサイトを監視するにために、ESS コントローラをサイト内に置きます。ESS コントローラは、サイト内

の監視情報を１つに集約します。ESSコントローラの配下には、情報を収集するために、ESSコレクタが

配置されます。すでにサイト内で導入済みの監視ツールがあれば、それに対応する監視ツール用 ESS

コレクタを各々の監視ツールに導入します。日立の JP1、Hewlett Packard の OpenView 

NNM(Network Node Manager)や、IBM の Tivoli NetView、Computer Associatesの Unicenter 

TNG、BMC の PATROL に対応した ESS コレクタが用意されています。これらの ESS コレクタを駆使

して、既存の監視環境から監視情報を収集します。 

また、ESS が提供する監視機能として、エージェントレス型の監視を実現する、ESS リモートコレクタを

配置します。多くのお客様は、正常に動作中のシステムに対してエージェントなどのソフトウェアを常駐

させることに不安を感じます。ESS リモートコレクタは、監視対象システムに対してエージェントなどのソ

フトウェアを常駐させる必要がありません。エージェントを常駐させずに監視を行うことにより、導入時の
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検証作業が軽減されるだけでなく、エージェントのバージョンアップに要するインストール作業時間や、

インストールに伴うシステムの再起動など、サービスを停止させる必要もなくなるため、特に監視対象数

が多いサイトでは大きなコスト削減効果が期待できます。 

システムに何らかの問題が発生したときに、エンジニアはほぼ間違いなく telnet 等の手段でログインし、

コマンドを実行して状態を確認します。ESS リモートコレクタは、まさにエンジニアのように、定期的に監

視対象へログインし、必要なコマンドを実行して、その結果が正常範囲にあるかどうかを監視します。 

また、Windows の監視では、Windows Management Instrumentation（以下、WMI）いうインター

フェースを使用して情報を収集します。WMI はマイクロソフトが Windows 2000 から標準採用した監視

用のインターフェースであり、以降、最新のWindows XPやWindows 2003 Serverにも標準採用され

ています。ESSリモートコレクタは、監視対象のUNIX、Windows、ネットワーク機器に対して、エージェ

ントなどのソフトウェアを一切入れることなく情報を収集します。 

メッセージの送受信は、ESS においては「ESS イベント」という単位で行われます。監視ツール用の

ESSコレクタや ESS リモートコレクタが収集した監視情報（イベント）は、サイト内に置かれている ESSコ

ントローラに送信されます。ESS コントローラは、イベントを受け取り、変換処理を行います。ここでいうイ

ベント変換を、ESS では“標準化“と呼んでいます。ESS イベントは、監視ツールが生成したメッセージ

（原始イベント情報）、共通のフォーマットに変換されたメッセージ（標準化イベント情報）、サイト別に運

用方針に基づいて加工されたメッセージ（加工イベント）を同時に包含するフィールドを持っており、

ESS コントローラは原始イベント情報を元に、文字列や重要度レベルを標準化して「標準化イベント情

報」として格納します。また、ESS コントローラはメッセージから、３つのキー（①組織を識別するためのド

メイン ID、②監視ノード名、③監視エレメント名）を抽出して、イベント識別情報としてイベントにセットし、

ESS マネージャに送信します。 
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ESS コントローラは、ESS マネージャに対して、SSL V3 (TLS V1)を使用して接続され、接続されたセ

ッション中にトンネルを作成して、双方向の通信経路を維持します。つまり、ファイアウォールに対して、

外側からの接続ポートを一切開けることなく、内側から外側にESSコントローラが接続を確立し、ESSマ

ネージャの操作を受け入れます。この仕組みは、ダイアルアップ回線が主流だった頃に、セキュリティ強

化策として使用されていた、「コールバック・モデム」に似ています。一般のモデムは、社内に設置した場

合に、電話番号とアクセスパスワードが判れば侵入が可能です。コールバック・モデムは、あらかじめモ

デムに電話番号を記憶させておき、外部からの電話アクセスに対して、一旦切断し、改めてモデムが記

憶している電話番号に、モデム自身が電話をかけます。こうすることにより、モデムに記憶されている電

話番号を持つ回線のみ接続が許されることになります。ESSコントローラにも、あらかじめESS マネージ

ャの IP アドレスが記憶されており、その ESS マネージャにしか接続できない仕組みを実現しています

（注：特許出願中）。 ESS コントローラは決して ESS マネージャからの接続を待ってはいません。つまり

ESS コントローラに外部から接続することは、決してできない仕組みを実現しています。ファイアウォー

ルに対して、外側から内側への穴（ポート）を一切開けることなく監視できるこの機能は、インターネットを

介して、複数のサイトを１ヶ所から監視するために必須の機能と言えます。 

ESS マネージャに着信したイベントは、イベントにセットされている３つのキー（前述）に基づいてオブジ

ェクトの木構造が自動的に形成されます。次ページの図を例に説明しましょう。 
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ESS マネージャはイベントを受け取ると、前述の３つのキーに基づいて、イ

ベントが木構造に仕分けされます。イベントに対応する木が存在しない場合

は、新たに木が自動作成されます。イベントによって自動生成された木構造

は ESS オブジェクトという単位で形成され、ESS オブジェクトは配下にぶら

下がるすべてのイベントや ESS オブジェクトの重要度レベルの最大値が上

位に伝播されます。つまり、重要度の高いイベントが、あるエレメントオブジェ

クトに着信すると、そのエレメントオブジェクトと上位のノードオブジェクト、さら

に上位のドメインオブジェクト、マネージャオブジェクトに重要度レベルが伝

播されます。このオブジェクト木構造は、ESS コンソールのナビツリーの表示

と同期します。 

ESS コンソールでマップビュー（監視パネル）を作成する

際には、ESS コンソールに表示されるナビツリーから、

各々オブジェクトをマップビューにドラッグします。マップ

ビューは、このようにして監視対象としたいオブジェクトを

ドラッグしてシステム構成図を作成します。 

障害イベントが ESS マネージャに着信すると、ESS コン

ソールではナビツリーのオブジェクトの色が変化して、状態が変わったことを知らせるとともに、マップビ

ューでも同様に色変化で状態を知らせます。必要に応じてサウンド機能を設定することにより、障害レベ

ルに応じてイベント着信音を鳴らすことができます。イベントビューには、障害イベントが表示され、ダブ

ルクリックすることにより、以下のようにイベントの詳細情報を表示するためのイベント管理画面がポップ

アップします。 
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発生日時はコレクタ時刻、ESS コントローラ着信時刻(ESS マネージャと時刻同期)、ESS マネージャ着

信時刻が各々セットされています。 

発生箇所は、ESSイベントのフィールド内にノード名

とノード内の実際の監視対象（たとえばプロセスやメ

モリ等）を識別するためのエレメント名が表示されま

す。 

確認処理については、運用ＳＥ／オペレータが ESS コンソールから「確認」ボタンを押すことにより、確

認者名と確認時刻が記録されます。「対処開始」ボタンを押すことにより対処者名と対処開始時刻が記

録されます。対処が完了したら「完了」ボタンを押すことにより完了者名と完了時刻が記録され、イベント

は完了状態となります。 
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イベントの更新処理については、対処中に対処記録等をイベントに記述することで記述時刻と記述者が

以下のように記録されます。 

ESS では、他に原始イベント情報、標

準化イベント情報、加工イベント情報

各々にログを格納するフィールドや、

重要度を格納するフィールドがありま

す。 
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影響範囲と原因分析 

システムを監視し、「サービスの標準の運用に属さない事象」、つまり障害イベントが発生したときに、管

理者は最初に障害範囲の特定を行います。障害範囲を特定し利用者に通知するとともに適切な指示を

行って、業務への影響や混乱を最小限にする必要があります。では管理者によって障害範囲の特定を

行う場合、どのような思考が必要でしょうか。障害範囲の特定は、すべてのケースにおいて障害範囲を

想定したマニュアルが準備されていない限り、監視している複数の業務システムがどのような構成で、ど

のように連携して動作しているかといった情報を熟知している管理者だけが判断できることになります。

弊社の調査では、システムがどのように内部で動作していて、どこに問題が発生すると、どのように影響

するのか、といった情報は、システムを開発した部門若しくは担当者から明確に運用管理チームに情報

が伝達されていないことが多く、システムに何らかの問題が発生した段階で、開発部門または開発担当

者にディスパッチされることになります。特に大規模なシステムでは、開発者でさえ１人ですべての関連

を把握していることは少なく、数名の知恵を絞って過去の記憶を頼りに影響範囲が見えてくることが多い

ようです。もちろん、すべての障害パターンを予測し資料として備えてあれば、このような苦労は必要あり

ませんが、大多数のシステムは、この点において明確な管理がされていないようです。 

原因を究明する場合にも、まったく同じ知識が必要です。特に分散システムにおいては、トラブルが発

生した際に、現象が発生している箇所と、原因とされる箇所は必ずしも一致していないことが多いといえ

ます。たとえば以下の図のように、フロントエンドに WEB サーバが設置されており、バックエンドのアプリ

ケーションサーバと通信して動作し、アプリケーションサーバはデータベースサーバに対して通信をして

動作している環境があり、これがＥコマースシステムとして動作しているとしましょう。一方で受注した商品

を発送するための自社開発アプリケーションが動作しており、データベースを共有して動作しているとし

ます。この場合に WEB サーバが正常に動作しないことを示すイベントを受けたとき、原因は必ずしも

WEB サーバにあるとは限らず、バックエンドのアプリケーションサーバの可能性もあり、バックエンドに

控えているデータベースサーバが原因している可能性も考えられます。さらに、原因が WEB サーバに

ある場合と、データベースサーバにある場合では、障害による影響範囲も大きく異なります。 
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上流

下流

上流

下流

1 つのコンポーネントが動作するために必要としている他のコンポーネントがあるならば、これらのコンポ

ーネントの間に依存関係があるといえます。簡単なモデルを使って説明してみましょう。例えば 1 本の川

が流れているとしましょう。川には必ず上

流と下流があります。公害問題を調査する

ために、ある地点で水質を確認したところ、

水が汚染されていました。さて、汚染の原

因はどこにあるでしょう。もちろん、原因は

水質を確認した地点、もしくはそれよりも

上流にあるといえます。また水質汚染に影響を受ける範囲は、少なくとも水質を確認した地点よりも下流

であるといえます。次にもう少し上流まで歩いていって水質を確認したところ、同じように汚染されている

ならば、この時点で推理できることは、最初に測った地点は原因ではなく実は次に測った地点、もしくは

それよりも上流に原因があると考えられます。つまりこの時点で、最初に測った地点から次に測った地点

を、原因の可能性範囲から除外することができるわけです。 

システムの異常を示すイベントの発生は、多くの場合監視ツールのポーリング周期に依存します。つまり

原因箇所から最初にイベントが発生するとは限らないのです。一般的にひとつの原因が引き金となり、

まったく異なるコンポーネントから順不同で沢山の障害イベントが発生するものです。 

ESS では、このような問題に取り組むために、コンポーネント間の「依存」と「影響」に基づいて原因可能

性範囲と影響範囲を推論するエンジンを搭載し

ました。隣り合わせるコンポーネント間の依存関

係をドラッグ＆ドロップで設定することができま

す。この依存関係は詳細であればあるほど影響

範囲と原因可能性範囲を割り出す精度が高くな

りますが、必ずしも詳細に設定する必要はありま

せん。最初は知り得る範囲の情報を設定してい

くだけで、ある程度の効果が期待できます。 

このようにして設定した依存関係は、ESS マネージャのオブジェクト木構造のオブジェクト間に依存情報

としてセットされます。つまり、「ぶどうの房」状になっているオブジェクト木構造の粒どうしに依存情報が

セットされたことを意味します。 
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マネージャのオブジェクト木構造に隣り合わせる「依存」と「影響」
の関係を予め登録しておくことにより、イベントが着信した際に、
その影響範囲を、「依存」と「影響」の連鎖的により特定する。
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マネージャのオブジェクト木構造に隣り合わせる「依存」と「影響」
の関係を予め登録しておくことにより、イベントが着信した際に、
その影響範囲を、「依存」と「影響」の連鎖的により特定する。

 

この状態で実際に障害イベントが発生すると、ESS マネージャが持っているオブジェクトの依存情報に

基づいて、その影響方向と原因可能性方向に向かってオブジェクトを検索し、そのオブジェクト群を 1つ

にまとめたインシデントという単位のトラブルチケットを生成します。この時点で影響範囲と原因可能性範

囲が求まります。以降、影響範囲と原因可能性範囲に属するオブジェクトに着信したイベントはすべて

同一インシデントに属すものとして新たにインシデントを生成することなく処理されます。 

管理者は従来のイベント単位ではなく、インシデント単位で問題に取り組むことにより、管理者の取り組

むべき問題がより明確になります。障害イベントは事象を検知する度に発生しますが、実際には１つの

問題に対して複数のイベントが多数発生することになります。問題解決のための取り組むべき単位は、

イベント単位ではなく、イベントの集合体としてのインシデント（１つの原因を修正することにより解決でき

る単位）で扱われるべきです。 

インシデントには前述の川の例えで言う、水質のチェックポイントを、原因オブジェクトとして保持し、その

原因オブジェクトよりもイベントが上流で発生すると、原因オブジェクトは上流に向かって移動します。つ

まり、原因可能性方向に向かって、自動的に原因を絞り込んでマップビューに表示し、管理者に示唆を

与えます。従来型の監視ツールは、障害の「事象」を検知する技術であり、その事象は現象を示唆する

ものか、原因を示唆するものかを特定しません。障害が発生したことは認識できますが、分散システムの

多くは現象と原因のコンポーネントが異なる可能性が高いため、原因究明までに時間を要することにな

ります。また、システムのどの部分に影響を与える可能性があるかについても、解析のために多くの時間

を要していました。ESSが影響範囲と原因可能性範囲を示唆することにより、迅速且つ適切に問題に取

り組むことが可能になります。 
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復旧作業 

障害を解決するためには、障害の原因を持つ機器にアクセスして、適切な措置を講じる必要があります。

対象システムが遠隔地にある場合や、インターネットを介して遠隔保守を行う場合などは、セキュリティ

の問題を避けて通れません。そこで遠隔保守を行う場合の考えうるさまざまな状況について見ていきま

しょう。 

実際に遠隔保守をおこなう人、つまり操作者はどのような人たちが考えられるでしょう。システムを監視し

ている管理者やオペレータの場合もありますし、状況によってはアプリケーションを開発した開発者かも

しれません。さらには開発が別の会社で行われたとするならば、別の会社の開発者ということになります。

またパッケージソフトウェアを使用している場合は、ソフトウェアベンダのエンジニアかもしれませんし、そ

れも場合によっては海外の可能性もあります。ハードウェアベンダのエンジニアの場合もあります。ESS 

では、インターネット経由のシステム管理など、ファイアウォールの内側のネットワークに対して、外側か

らセキュリティを保ちながら遠隔操作を可能にする、「ESS リモートオペレータ」を搭載しました。特に

MSP などの遠隔保守を必要とするケースに、ネットワークの設定や構成を変えることなく、遠隔操作を

実現します。 

このように１つのサイトに対する遠隔保

守を行う場合でも、さまざまな会社や

組織が共同して保守をする状況が

多々あります。このような状況を効率

化するためには、技術的にさまざまな

問題を考慮する必要があります。

遠隔保守は基本的に何らかの手

段を用いて遠隔地に設置されてい

る機器にアクセスする必要がありま

す。特にアクセス手段を安価にするた

めにはインターネットの利用が第一に考えられます。ESS では、ESS マネージャと ESS コントローラの

接続は、必ずESSコントローラ側からESSマネージャに対してSSLで接続されます。一旦接続すると、

そのまま接続を維持した状態で内部にトンネルを作成しアプリケーションレベルで双方向の通信が行わ

れます。このトンネルを利用して、セキュリティ強度を落とすことなく、安全にファイアウォールの外側から

内側の機器にアクセスします。つまり遠隔サイトのファイアウォールには、外側から内側へのポートを開
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放することなく接続が可能になります。この経路を利用してサイト内の機器の遠隔保守を実現していま

す。 

遠隔保守のため操作手段は VT100 と VNC（フリーソフトウェアであるためお客様が独自に ESS のプラ

グインとして実装していただく必要があります）の２種類を用意しています。接続の際には、ESS の認証

を通過するために、ユーザ名／パスワードによる認証、IP フィルタ機能、さらにオプションとして指紋認

証機能を選択できます。ユーザは接続する際に ESS のユーザ名／パスワード、IP フィルタ機能、指紋

認証等によって認証されると、ESS にログインできます。ログインしたユーザがリモートオペレータ権限を

持っている場合に限り、遠隔地の機器にアクセスすることが可能です。もちろんアクセスの際には各機

器にログインするためのアカウントを入力する必要があります。高度にセキュリティを保ちつつ、遠隔保

守の際の問題解決のためのコラボレーションを提供します。 

問題解決に至るすべての記録は、インシデントに入力することにより、情報の蓄積・再利用・証跡として

利用することができます。 
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まとめ 

数年前より運用アウトソーシングが市場に展開され、サービス内容も多様化する傾向にあります。従来は、

ビジネスホスティングやハウジングサービス、コロケーションサービスがハードウェアやソフトウェアの動作

環境としてのスペースや電源設備、空調設備、高速ネットワーク環境を提供することを主な目的としてい

たのに対して、最近ではアプリケーションを含むシステム全体のサービスレベルに着目したきめ細かな

システム運用管理を付加価値サービスとして、またサービスの差別化のための手段として提供される傾

向にあります。また、アメリカの流れを受けて遠隔で運用管理や監視サービスを提供する

MSP(Managed Service Provider)型のサービスが、日本国内でも展開されるようになりました。 

また、システムそのものが高度に企業の基幹として位置付けられる場合には、必ずしもアウトソースが選

択肢ではない場合があります。セキュリティ、サービスレベル以外に企業としてのコアコンピタンスを左右

する場合に、時にはシステムの企画・設計・開発・運用をすべて自社のリソースだけで実現することもあり

ます。 

ESS では、上記のように多様なご要求とシステム運用環境に対応すべく、数多くのヒアリングを実施させ

ていただきました。ヒアリングに際しては、現状の問題点のみならず、方向性やビジネス展開も含めて、

機能のご要求をいただき、製品に反映させていただきました。 

今後もお客様のご意見と取り入れながら、最新のニーズにお応えできるよう、製品開発に注力してまいり

ます。 
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【エンカレッジ・テクノロジ株式会社について】 

エンカレッジ・テクノロジは、ネットワークを中核としたコンピュータおよびコンピュータ機器やデジタル情

報機器への依存がますます浸透する社会において、より健全な IT インフラストラクチャマネジメントとし

て、その確実性、正確性、永続性を保障する仕組みと機能を提供することを通し、社会の発展に貢献す

ることを目的としております。 エンカレッジ・テクノロジは 2002 年 11 月に設立され、同年 12 月に

Encourage Super Station（略称：ESS）をリリースいたしました。 今後もお客様、パートナー様の目線

での製品開発ならびに技術サポート、コンサルティングをご提供し、お客様の最適な運用システムの構

築をサポートいたします。 

 

TEL. 03-5623-2622 

Email:  info@et-x.jp   URL:  http://www.et-x.jp/ 

* 文中に記載されている会社名、商品・サービス名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
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