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ITシステムの運用担当者は、複数のITシステムが支

障なく稼働していることを確認し、問題があれば原因

を特定のうえ、迅速に回復させるための処置を行うと

いう作業を日々実施している。また、各ITシステムが

安定して稼働するために必要なバックアップの取得や

各種修正ソフトウェアの適用など、多くの運用操作を

行う必要がある。さらに、仮想化技術の発展に伴い、

仮想化されたサーバ数は、仮想化技術導入前のサーバ

数増加傾向を上回る勢いで増加している。加えて仮想

化技術そのものに対する維持運用も必要となる。この

ように、技術の進化やビジネスの拡大に伴い、システ

ム運用担当者の作業難易度は増し、作業量も増加して

いる。結果として、システム運用の様々な場面におい

て迅速な対応が難しくなっている例も少なくない。

複雑化、煩雑化するシステム運用をサポートする

ソリューションとして運用管理ソフトウェアがある。

市場には多くの運用管理ソフトウェアがあり、これ

らはいくつかの機能別に分けられた製品群から構成

され、システム運用業務を支援する様々な機能を提

供する。本記事では運用管理ソフトウェアの提供す

る機能のうち、ほぼすべての企業の ITシステムにお

いて必要と考えられる以下の2点について記載する。

①ITシステムの現時点における稼働状況を把握する

ためのシステム監視機能

②ITシステムの運用作業の自動化を実現するための

ジョブ管理機能

システム監視機能、ジョブ管理機能の利用に際し

ては、次の課題がある。

◆システム監視機能導入時の課題

ITシステムが問題なく稼働していることを把握す

るためには、システムを理解し、適切な監視内容を

設定する必要がある。しかし、必要な監視設定内容

を判断するスキルが不足している場合がある。商用

の運用管理ソフトウェアは機能別に提供（機能ごと

に費用が発生）されており、どのような監視を行う

ため、どの機能が必要なのか見極める必要がある。

必要とする機能を見極めるスキルがないと、必要そ

うな機能をいくつも購入することとなり、トータル

の予算が大変高額となる場合もあるようだ。

◆ジョブ管理機能の導入時の課題

システム運用の自動化は、OSが標準で提供するタ

スク・スケジューラやCRONといった機能でも実現

出来る。しかし、これらの機能は単一のサーバ内で

指定された時刻に処理を実行するという簡易なもの

である。ITシステムで実行されるバッチ処理は複数

のサーバ上で実行される数十～数百のジョブで構成

され、その相関関係は複雑な場合が多い。また、ジ

ョブが異常終了した場合には、通常時とは異なる処

理を自動的に実行する必要があるなど、OSが標準で

持つ機能では実現できない機能が必要となる。バッ

チ処理が簡易な場合でも、いくつものサーバで実行

された結果を複数サーバまとめて容易に確認する手

段は、OSが標準で持つ機能では提供されない。

ジョブ管理機能を有する製品を導入することでこ
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れらの課題は解決されるが、ジョブ管理製品は処理

を実行するサーバ単位の課金体系に代表されるよう

に、ITシステムの規模によっては大変高価なものが

多く、導入される ITシステムは予算的に余裕がある

一部に限られる。そのため企業によっては、半数以

上の ITシステムにジョブ管理製品が導入されていな

いこともある。ジョブ管理製品が導入されない ITシ

ステムにおいては運用が煩雑化し、運用コストが増

加する。それに対し、ジョブ管理製品が導入されて

いる ITシステムでは、管理対象のサーバ数が増加す

ると、コストも増加するという課題がある。

今後の仮想環境の普及に伴い、論理マシン数の増

加が予想される現状において、運用管理ソフトウェ

アの課金体系には課題があると言える。

データベース管理ソフトウェアなど他のミドルウ

ェアと同様に、システム運用の一部を支援するオー

プンソースソフトウェア（OSS）はいくつか存在す

る。日本国内においても、よく利用されるものに

NagiosやZabbixがある。これらは一定レベルのシス

テム監視機能を有し、ITシステムによってはこれら

の製品で十分必要な機能を満たしていることもある。

しかし、ジョブ管理機能を有するOSSはHinemos登

場以前には存在しなかった。

NTTデータでは先に述べた課題の対策として2005

年に自社でHinemosを開発した。Hinemosは、NTT

データが開発した純国産の統合運用管理ソフトウェ

アである。統合運用管理ソフトウェアの定義は各社

様々だが、NTTデータでは「システム監視機能」に

てシステム稼働状況を迅速に把握し、システム運用

作業を「ジョブ管理機能」にて実現することでシス

テム運用全般を支援するとしている。

Hinemosは、次の３つのパッケージから構成される。

◆Hinemosクライアント

コンソール端末に導入するパッケージ。Hinemos

が監視する ITシステムの稼働状況やジョブの実行状

況を表示する。また、各種設定を行う。

◆Hinemosマネージャ

Hinemosの機能を制御するサーバ。

◆Hinemosエージェント

Hinemosの管理対象マシンに導入するパッケージ。

エージェントなしでも監視管理機能は大半が利用可能。

Hinemosの監視管理機能では、表1に示す監視を行

う。運用担当者は図１に示すような容易に認識でき

る画面インタフェースにて状況を確認する。

Hinemosの監視管理機能の特徴として、監視を行う

多くの機能がSNMPやSyslogといった標準的に規定さ

れたプロトコルやインタフェースを用いていることに

ある。そのため、標準プロトコルを使用する機能は

Hinemosの専用エージェントなしに利用することが出

来る。つまり、Hinemosのエージェントがサポートし

ていない無償のLinuxディストリビューションや、サ

ポートが停止された古いバージョンのOSにおいても、

該当する監視機能を用いた監視を行うことが出来る。

監視した結果を運用者や他の監視ソフトウェアに

伝える機能として、通知機能がある。通知機能には、

表２に示す５種類がある。画面への表示に加え、運
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用担当者の使いやすい手段を指定することで、誰も

が容易にシステム稼働状況を把握することが出来る。

このようにHinemosでは必要十分な監視機能を提

供している。

Hinemosのジョブ管理機能は、次の機能を提供し、

システム運用の自動化を支援する。

①指定時間における自動実行

指定された周期（毎日、毎週、毎月など）ごと、

指定時間にジョブを実行する。

②ジョブの実行条件（待ち条件）指定

他のジョブの実行結果（完了状態）を確認し、処

理を実行する。あるジョブが正常終了した場合と異

常終了した場合など、状態によって次の起動ジョブ

を振り分けることが出来る。また、複数のジョブの

終了を全て満たしてから実行するなど様々な組み合

わせで条件を指定することが出来る。

③実行状況の画面表示

クライアント画面上において、現時点におけるジ

ョブの実行状況を表示し、進捗状況が把握できる。

④実行結果の通知

ジョブ管理機能でも、監視管理機能と同様に実行結

果を運用者に伝える通知機能を利用できる。ジョブの

完了時にイベント通知を設定することで、各ジョブの

実行結果を集約して管理、確認を行うことが出来る。

Hinemosでは、仮想化されたシステム環境の効率

的な運用を実現するVM管理オプションを提供してい

る。本オプションは、以下の機能をVMwareやKVM

など５種類の仮想化ソフトウェアに対して同一イン

タフェースにて提供する。

◆ホストマシンと論理マシンの対応付けを自動取得

◆仮想化ソフト連携による適切なリソース監視

◆仮想マシンに対する以下の操作

電源ON、電源OFF、シャットダウン、再起動、サ

スペンド、削除、仮想マシンの移動、複製、設定

変更（CPU、メモリ）

◆以下の仮想化ソフトに対応

VMware ESX、 KVM、 Hyper-V、 Citrix

XenServer、Oracle VM
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syslog（Linux、UNIX）、イベントログ（Windows）に対
してフィルタ処理を行い、指定した文字列の出現を監視
する。 

メニューから指定した性能値（CPU、メモリの使用率など）
に対し、閾値判定を行う。仮想化環境において、仮想化ソ
フトウェアと連携して適切なリソース情報を取得する。 

SNMPにより取得した値を監視する。取得した値が文字
列の場合はパターンマッチング、数値の場合は閾値判定
を行う。 

DNSサーバ、NTPサーバ、FTPサーバ、メールサーバの
監視を行う。また、その他任意のポートに接続を確立させ、
ポートが正しく稼働しているか監視する。 

Webサーバに対し、以下の2つの監視を行う。 
1.応答時間の閾値監視 
2.取得したページの文字列マッチング 

DBMSにSQLを発行し、返却値を監視する。取得した値
が文字列の場合はパターンマッチング、数値の場合は閾
値判定を行う。 

任意のテキストファイルログに対してフィルタ処理を行い、
指定した文字列の出現を監視する。 

メニューから指定した性能値（CPU、メモリ、ディスクの使
用率など）に対し、閾値判定を行う。 

管理対象サーバに導入された各Hinemosエージェント
の状態を監視する。 

監視項目 インタフェース 監視内容 

ping監視 icmp 監視対象機器の死活監視を行う。 

プロセス監視 snmp 指定したプロセスの数を監視する。 

Windowsサービス監視 WinRM Windowsサービスの起動状況を監視する。 

システムログ監視 syslog

ログファイル監視 独自 

リソース監視 snmp

リソース監視（仮想化環境） 
（要VM管理オプション） 

仮想化ソフト 
依存 

SNMP監視 snmp

SNMPTRAP監視 snmp SNMPトラップを受信し、フィルタ処理を行い通知する。 

カスタム監視 独自 ユーザー定義の任意のコマンドの結果を監視する。 

サービス・ポート監視 smtp、 
pop3など 

HTTP監視 http

SQL監視 sql

エージェント監視 独自 

表1 Hinemosの監視管理機能内容

イベント通知（通知結果を蓄積する）とステータス通知（現時点の状
態を通知する）の2種類がある。監視結果を判定基準に従い4種類（危
険［赤］、警告［黄］、情報［緑］、不明［青］）に分別し、クライアント画
面に表示する。同時に内部DBに登録する。 

監視結果に従い、マネージャ上で指定したコマンドを起動する。 
これによりパトライトを点灯したり、外部プログラムとの連携を行う。 

監視結果に従い、指定したHinemosのジョブネットを起動する。 
これにより、監視結果に基づく処理の自動化を実現する。 

内容 通知種類 

クライアント画面への 
通知 

監視内容をSyslogにて送信する。 Syslog通知 

コマンド通知 

ジョブ通知 

メール通知 監視内容をメールにて送信する。 

表2 Hinemosの通知機能

5 Hinemosのジョブ管理機能

6 仮想化環境の運用支援
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VM管理オプションを追加したHinemosでは、統

合運用管理ソフトウェアとして単なる監視のみでな

く、仮想化環境の運用効率化支援機能の拡充も行っ

ている。

Hinemosは2005年に最初のバージョンをリリース

し、多数の企業との有償保守サポート契約がある。

Hinemosを導入の経緯は様々だが、代表的な事例

をいくつか紹介する。

◆導入環境に対応した唯一の選択肢

OSSの仮想化ソフトウェアであるKVMなど、

Hinemosでは対応しているが他の商用製品では対応

していない仮想化ソフトウェアを導入されている企

業がHinemosを導入されている。仮想化ソフトウェ

アに O S S を導入し、コスト低減を図りつつ、

Hinemosにより、商用製品の仮想化ソフトウェア導

入時と同様の運用環境を実現されている。某印刷業

様や地方自治体様での事例がある。

◆既存の商用製品のコスト対効果に不満

既に商用製品を導入されているが、基本的な機能

のみでよいのでコストダウンしたいという企業は多

い。このような企業で、Hinemosに置き換え大幅な

コストダウンを達成されている。大規模な統合運用

管理環境をHinemosに置き換える場合は、既存の商

用製品が必要な ITシステムを選別され、Hinemosと

共存されている製造業様事例がある。この場合、

HinemosからSyslogによる通知を行い、商用製品と

連携している。

◆OSが標準で持つ機能で実現された自動運用を

Hinemosのジョブ管理機能で置き換え

既に述べたようにOS機能を用いても簡易な自動運

用は可能である。しかし、サーバ台数の増大に伴い、

実行結果確認を効率的に行う手段としてHinemosを

導入される事例がある。この場合、バッチ処理を構

成するジョブ数はそれほど多くないため、機能的に

シンプルなHinemosを採用にし、コスト対効果の最

大化を目指されている。

また、全てのサーバにHinemosによるジョブ管理環

境を実現し、システム運用の標準化を行うことで、運

用コストの低減や内部コンプライアンスの強化を目指

されている事例もある。全てのサーバにジョブ管理環

境を実現するのは、現在の課金体系を前提とすれば、

商用製品では実現困難（コスト要因）なことであり、

OSSのHnemosを活用された良い事例と言えるだろう。

仮想化技術の発展により物理サーバ数が減少する

企業も出始めているが、論理サーバ数については増

加が見込まれ、今後もシステム運用の重要性は増す

一方である。しかし既に述べたように、管理対象数

の増加と共に商用の運用管理ソフトウェアのコスト

も増大する体系となっているため、コストとシステ

ム運用の安定化施策のバランスは、いずれに企業に

おいても重要な課題である。Hinemosがその解決の

一助となれば幸いである。
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