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はじめに

　 はじめに

本書は情報システム部門に配属された方、ICT（Information and Communication 

Technology）関連企業の方、転職などでネットワークに興味がある方など、ネットワーク運
用管理業務を基礎から学びたい方を対象にしています。
本書はネットワーク運用管理業務を「定常業務」、「非定常業務」、「Q&A対応」、「トラブル

対応」の4つに分け、それぞれの作業の進め方や技術ポイントを、図解を多く活用してイメ
ージで分かるように具体例を挙げて説明しています。
また、ネットワーク運用管理を行う上で必要な運用管理ツールの使い方、セキュリティや

品質など、業務を推進するための基本的な考え方や行動なども説明しています。
付録では、チェックシートにより担当するネットワークがどのようになっているか把握で

きるようにし、ネットワーク運用管理業務のイメージがつかみやすいように管理表などのサ
ンプルも載せています。
イメージ的な理解により基礎知識を深め、ネットワーク運用管理業務に少しでも役立てら

れる事を願っています。

　 謝辞
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第１章 はじめてのネットワ

ーク運用管理

1 理解しているとしていないで大違い
2 ケーススタディ1
3 ケーススタディ2
4 ケーススタディ3
5 ケーススタディ4

ネットワークの運用管理者として従事
する場合、技術的なスキル以外で必要な
こととは何でしょうか。第1章ではケー
ススタディを通してどのように仕事を進
めることを求められるのかを確認してい
きましょう。

第1章

はじめての
ネットワーク運用管理
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 1.1 理解しているとしていないで大違い

ネットワークの運用管理者として従事する時は、技術的なスキルも求められますが、どの
ように仕事を進めるのかも求められます。
今まで経験がある人が運用管理者として従事する場合、技術的なスキルを求められる事も

多いのですが、はじめて運用管理を担当する人に、技術スキルを求めるわけはありません。
技術スキルは業務を行っているうちに、徐々に習得していく事が求められます。
しかし、基本的な作業の進め方が間違っていたり、周囲に迷惑をかけるような事があると

印象が悪く、信頼関係を築くのが難しくなってしまいます。
最初から難しい事は求められないので、初歩的な事だけでも理解して行動すると、今後の

作業の仕方も変わってきます。
ここでは、4つのケーススタディを挙げてみますので、どのように進めれば良かったのか

考えてみてください。
どれも分かりやすいケースですが、分かっていてもついやってしまう事もあります。
また、「何が悪いの？」と思う内容もあるかもしれません。理由は第２章で業務内容に触れ

ながら説明します。
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 1.2 ケーススタディ1

新人A さんは情報システム部門に配属後、ネットワーク運用管理を行う事になりました。
リーダーから一通り現場の環境等を説明してもらい、日々発生する簡単な設定変更をお願

いされました。

ID、パスワード等やログインの仕方、作業の手順を確認し、最初に見本を見せてもらいました。

1

2

作業するにあたって
必要な事を
教えてください

わかりました

Aさん日々
発生する作業
お願いします

作業は
これを見ながら
こうやります
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次にＡさんは隣にリーダーがいる状態で資料や手順を見ながら設定変更をしました。
Ａさんは作業を慎重に行い、不明な点はリーダーに再確認しながら進めた事もあって、特

に問題なく終わりました。
リーダーからは、「作業の進め方が慎重で良かった」と好意的なコメントももらえました。

次の作業からは「1 人で実施してほしい」と言われたため作業をしていたのですが、リー
ダーから「慎重なのが良い」と言われた事を思い出し、作業ミスをしないよう念のため、そ
の後も毎回リーダーに確認しながら作業をしていました。

リーダーは残念そうに答えており、信頼されてなさそうです。なぜでしょうか？

➡ 2.5『定常業務』参照

3

4

慎重で
いいですね

資料は
これで

リーダー、
念のため
確認をお願い
します

設定は
こうする

そうですか…
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 1.3 ケーススタディ2

A さんはネットワーク運用管理も少し慣れてきて、日々発生する簡単な設定変更は1 人で
実施していました。
そこで、リーダーから新たな技術を適用したいため、適用可能か、適用する時の留意点、コ
マンド等を調査してほしいと依頼を受けました。

　ＡさんはCCNA（Cisco Certified Network Associate）を取得しており、依頼された新技術
の動作等は理解していました。ただ、一部のパラメタの値をどうしたらよいか悩んでいました。
そこでWeb サイトで確認すると、推奨設定が載っていました。

1

2

CCNAで
勉強したので
任せてください

知りたいことが
載ってる！

Aさん
新規技術の調査
をお願いします
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Ａさんはこの情報を基に結果を報告したところ、作業を進めてほしいと依頼を受けたため、手
順書を作成し、作業を行いました。

作業は無事終了し、特に問題なく新機能も動作しましたが、リーダーは怒っています。
なぜでしょうか？

➡ 2.6『非定常業務』参照

3

4

すべて分かったので
作業しよう

     リーダー
作業終わりました 作業まで

終わったの？
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 1.4 ケーススタディ3

A さんは運用管理業者の新入社員です。お客様先のネットワーク運用管理を行っており、少
し慣れ始めてきたため電話対応を任されていました。
ある日、お客様から電話で質問を受けたのですが、これまで受けた内容と違い、まったく

管理していないWindowsサーバの設定変更についてでした。

内容を聞いてみるとまったくネットワークと関係なかったのですが、お客様からの依頼で
は断れないと思って引き受けました。

1

2

もしもし　
あのWindowsサーバ
のことなんだけど

管理してない
けど…？

こうやって変更
お願いします 分かりました



8

畑違いな事もあって調査に時間はかかりましたが、何とかやり方が分かり、設定変更して
正常に動作しました。お客様も満足しています。

一連の作業を終えてリーダーに報告すると困った様子をしています。なぜでしょうか？

➡ 2.7『Q&A対応業務』参照

3

4

できました！

Windowsでしたが
対応したら
感謝されました！

ありがとう
感謝しています！

Windows…？
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 1.5 ケーススタディ4

Aさんは少しネットワーク運用管理に慣れてきていました。
ある日、電話で障害連絡があり、調査をすることになりました。

トラブルなので緊急だと思い、すぐに現地に行って調査してみると、それほど難しい内容
ではなかったため、その場で対応を行い、連絡してきた人も喜んでいました。

1

2

通信できない
のですが…

対処しました

分かりました
そちらに行って
調査します

ありがとう
感謝しています！
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非常に短時間で復旧したので、戻ってリーダーに報告しました。

リーダーはかなり憤慨しています。なぜでしょうか？

➡ 2.8『トラブル対応業務』参照 

3
トラブルがあったので
対処してきました。
お客さまにも
喜ばれました

トラブル?!



第１章 はじめてのネットワ

ーク運用管理

1 ネットワーク運用管理業務とは
2 組織間の役割
3 組織内の役割
4 業務内容
5 定常業務
6 非定常業務
7 Q&A対応業務
8 トラブル対応業務
9 定例会
10 業務に就いて最初の目標

第2章ではネットワークの運用管理業
務について詳しく解説していきます。第
1章のケーススタディでどのようにすれ
ばよかったのかも説明します。

第2章

ネットワーク運用管理業務
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 2.1 ネットワーク運用管理業務とは

ネットワークの運用管理業務とは、ネットワークが利用可能なように運用、管理していく
業務です。

ICT関連の機器は企画から始まり、設計・構築・試験といった導入作業を行って、その後
運用を行います。

運用管理 導入

企画

運用開始後はそのまま同じ機器で運用するわけではなく、4～5年位でリプレースと呼ばれ
る機器の入れ替えを行います。つまり、4～5年で上記のライフサイクルを繰り返す事になり
ます。
これは、ICT関連の機器は常に技術が進歩しているため、新たな機能を取り入れていく必
要があるためです。
例えば、エアコンの宣伝で新しい製品に買い替えると、消費電力が少なくなるというのを

見かけます。ICT関連機器も同様で、同じ機能を備えた機器でも新しいほど、消費電力は少
なくなります。少しの消費電力の差でもたくさんの ICT機器がある場合は、1ヶ月の電力消費
量、つまり電気代に大きな差が出ます。
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ネットワーク運用管理業務とは 2 . 1

新しい機能があれば業務を効率化できる事もあります。
例えば、電話をリプレースする際にテレビ会議機能も追加すれば、出張する時間をなくし、

旅費を抑える事もできます。
また、ICT関連機器は通常、5年程度でハードウェア保守ができなくなります。メーカーで

部品の在庫を長年持っておく事が難しいためです。つまり、メーカーの保守期間を過ぎると、
故障した時に修理ができなくなります。
このような事から、定期的に ICT機器をリプレースしていく必要があり、ネットワーク機

器でも同様です。

リプレース目的の例 内容

コスト削減 電気代、旅費節約、出張時間短縮によるコスト削減

新サービス提供 新たな顧客開拓、事業拡大、業務効率化、セキュリティ対策

継続性 メーカーの保守期間内でのリプレース

ライフサイクルで最初に行う企画は、運用中のデータや課題などから次のネットワークを
どのようにするか検討する事です。4～5年のライフサイクルの中で常に検討はしますが、実
際に企画を行うのはリプレースの1～2年前位です。その後、設計・構築・試験を行ってリ
プレースするため、ライフサイクルのほとんどは運用管理という事になります。

区分

企画

導入

運用管理

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

例えば、企業の情報システム部門で運用管理する場合、課題を洗い出して企画し、それに
沿って導入を行いますが、導入作業自体は一般的にはSI（System Integrator）企業に依頼し
ます。

SI企業は、各メーカーのハードウェアやソフトウェアを組み合わせて、システムとして動
作するようにします。SI企業にとって企画時期は提案活動にあたり、受注できれば導入とな
る設計・構築・試験を行って、システムを納める事で売上になります。
ネットワーク運用管理業務とは、この導入したネットワークが継続的に正常動作していく

よう運用、管理していく事です。
ネットワーク運用管理業務を作業の内容で分けると、「オペレーション」、「構成管理」、「障
害監視」、「性能管理」、「技術調査」、「切り分け」、「原因調査」、「対処」などがあります。
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次からは、それぞれの作業内容について説明します。

ａ）オペレーション

オペレーションは、手順書に従って事前準備を行い、設定変更や動作確認をする事です。
例えば、スイッチにVLAN（Virtual Local Area Network）を設定したり、IP（Internet Protocol）
アドレスを設定してルーティングできるようにしたりします。
一般的に設定変更は、スイッチやルータなどのネットワーク機器にシリアル・USBケーブ

ルなどで直結してログインするか、SSHなどネットワーク経由でログインして行います。

ネットワーク

SSH等で接続

シリアルや
USB接続

設定変更の多くは同じ事の繰り返しのため、それほど難しい事はありませんが、これまで
実施した事がない設定では調査が必要で、スキルも要求されます。

ｂ）構成管理

ネットワーク機器は各建屋に設置される事が多く、特にスイッチは数が多くなります。
また、1台で48個など多数のインターフェースを持つスイッチもあり、どのインターフェ
ースがどこに接続されているか管理していないとすぐに分からなくなります。
設定情報などは小さなネットワークでは覚えておけますが、それなりの規模になると設定

した本人でもすぐに分からなくなってしまいます。
このような事から、ネットワーク構成図を作ったり、IPアドレスの管理などが必須で、こ

の資料を最新に保つ事を構成管理といいます。
一般的に設定変更を行い、構成図や表に反映させる事で構成管理をします。次は構成管理

）） ンンンンンンョンンョョシシシーーーーレレペレレペペオペペオオオオ）ａ））ａａａａ ンンンンョンンョョシシシレレペレレペペオペペオオオオ）ａ））ａａａ

管管管成管管成成成成）） 理理理理理理理理管理理管管成管管成成構成成構構構構）ｂ））ｂｂｂｂｂ 理理理理理理管理理管管成管管成成構成成構構構構）ｂ））ｂｂｂ
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ネットワーク運用管理業務とは 2 . 1

する資料の例です。

資料名 内容

ネットワーク図 ネットワーク全体を見る事ができる図。

接続表 ネットワーク機器の各インターフェースに接続された機器の一覧。

VLAN 一覧表 VLAN-ID やVLAN 名、利用用途等を記載。

IP アドレス一覧表 各機器に設定するIP アドレスの一覧。

コンフィグ ネットワーク機器の設定情報をバックアップする。

構成管理自体は技術的に難しい事はありませんが、ネットワーク機器が多数ある場合は時
間の取られる作業です。
付録（256ページ）には「接続表」、「VLAN一覧表」、「IPアドレス一覧表」のサンプルを掲
載しています。

ｃ）障害監視

ネットワークの障害監視は非常に重要です。最近は多くのシステムがネットワークを利用
しており、多くの人が使っています。このような事から、いち早くネットワークの障害を検
知する必要があります。

監視装置 メールサーバ

通知
故障検知

ネットワーク

検知知
通知

障害監視自体は上記のようにサーバを構築し、メールなどで通知する事でも可能ですが、遠
隔監視という方法もあります。

監監監監監）） 視視視視視視視視監視視監監害監監害害障害害障障障障）ｃ））ｃｃｃｃ 視視視視視視監視視監監害監監害害障害害障障障障）ｃ））ｃｃｃ



16

サーバを構築する場合、メールサーバ自体がそのネットワーク内にあるため、ネットワー
クがダウンするとメールが送信できず、通知できない事があります。

監視装置 メールサーバ

通知できない故障検知

ネットワーク

通知できな

しかし、監視センターなどから遠隔監視していると、異常を検知した場合、監視センター
から電話で連絡できるため、確実な連絡が可能になります。

電話
故障検知

故障検知

ネットワーク

電話知故
検知

監視センター 障害ですよ

障害監視自体は平常時の作業はほとんどなく、スキルも求められません。
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ネットワーク運用管理業務とは 2 . 1

d) 性能管理

性能管理は通信量を測定し、推移を管理します。
最近のネットワークは1Gbpsや10Gbpsの速度が出るため、あまり帯域不足にはなりませ

ん。このため、通信量が一定なのか、一時的な上昇があるのかなど、推移を把握するのが主
目的です。性能管理をする場合は、通常は監視装置などを使ってグラフ表示できるため、定
期的に確認を行います。

ｅ）技術調査

新機能を適用する、質問に回答する、手順書を作成するなどのため、技術調査をします。
書籍やWebサイトなどを利用しますが、現場のネットワークをある程度理解しておく必要
があります。技術調査は依頼された時だけでなく、より良い冗長化や監視方法などがあれば
改善提案します。改善していく事で運用が楽になったり、ネットワークの使い勝手が向上で
きます。

ｆ）切り分け

切り分け作業は、障害監視での通知、もしくは利用者からの連絡などで認識した事象に対
し、本当に障害が発生しているのか、障害が発生しているとしたらどこで発生しているのか
見極める事です。例えば、利用者からネットワークが利用できないと連絡があった場合、利
用者のパソコンが接続されたネットワーク機器で障害が発生しているとは限りません。

通信不可
ネットワーク

このため、切り分けを行って障害箇所を特定する必要があります。障害箇所を特定できれ
ば、影響範囲も特定できます。上の図では、サーバが接続されたスイッチが故障しているた
め、連絡があった利用者だけでなく、他の利用者も通信できない可能性があります。

管管管能管管能能性能能性性性性 理理理理理理理理管理理管管能管管能能性能能性性性性性性性d)d)d)d)))))ddddd 理理理理理理管理理管管能管管能能性能能性性性性性性)d)d))))ddd

査査査査術術術技術術技技技技）） 査査査査査査査査調査査調調術調調術術技術術技技技技）ｅ））ｅｅｅｅ 査査査査査査調査査調調術調調術術技術術技技技技）ｅ））ｅｅｅ

分分分分）） けけけけけけ分分分分りり切りり切切切切）ｆ））ｆｆｆｆｆ けけけけけ分分分分りり切りり切切切切）ｆ））ｆｆｆ
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インターネットに進入したハッカーを
追跡!
本書では寓話的な物語＋解説の形で、インターネットの動
作原理を技術的下地がなくてもわかるように説明していま
す。主人公のアキレスとネットワークに詳しい不思議な蜘
蛛が、ハッカー（クラッカー）であるカピバラを追いかけると
いう物語を通じて、パケットによる通信、プロトコル、さま
ざまなサービス、クラウド、公開鍵といった技術の仕組みを
解説。また、そこに潜む危険性など、セキュリティについて
も取り上げています。

ネットワークをめぐる
アキレスの冒険
インターネットの動作原理と
セキュリティの基礎知識

シーアンドアール研究所
坂本俊之（著者）
価格：2,070 円（PDF・EPUB）

アキレスと蜘蛛のストーリーが、
ネットワーク技術の理解をサポート!

セキュリティのプロなら必読! 
敵の手の内を知るテクニック
情報システムのセキュリティを考えるとき、敵を知らないと
防御できません。昨今は攻撃者視点での安全性評価の
重要性が認知され、自分達のシステムに対してセキュリテ
ィテストを実施する組織が増えています。『サイバーセキュ
リティテスト完全ガイド』は、攻撃者がどのような手口でシ
ステムへの侵入を試みるのか、脆弱性を探すのかという視
点でシステムの見方を紹介。セキュリティテストに直接携
わらない開発者にも有用な一冊です。

サイバーセキュリティテスト
完全ガイド
マイナビ出版
Peter Kim（著者）、
株式会社クイープ（翻訳）、
保要隆明・前田優人・美濃圭佑・
八木橋優（監訳）
400 ページ　価格：3,650 円（PDF）

セキュリティ

自らの技術力
や知識レベルを

磨き上げる日々
の修練にも

役立つ内容

さまざまな攻撃によって自分達のシステムの情報がどこまで暴かれてしまうかを知ろう

物語の出来事
をネットワーク

の

仕組みに当て
はめて

詳細に解説
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AWSを活用するノウハウを
現場のエンジニアが解説 !

クラウド

OpenStackで構築する
プライベートクラウド

クラウド

「ものがたり」と「解説」で
情報セキュリティを知る

セキュリティ

nginxを活用するための
幅広いノウハウを凝縮
ネット
ワーク

本格的な仮想環境を
Hyper-Vで構築 !

ネット
ワーク

Windowsコンテナー技術を
基礎から理解できる

ネット
ワーク

効果的な導入・運用のための
Amazon Web Services 活用入門

開発現場での導入が進む「アマゾン ウェブ サービス
(AWS)」。本書は、AWS の日本ユーザーグループであ
る JAWS-UG のメンバーが多く集まって執筆しました。
まさに現場の導入と運用のノウハウがつまった 1 冊で
す。

マイナビ出版
420 ページ　価格：3,229 円（PDF）

OpenStack
徹底活用テクニックガイド

業界標準のクラウド OS である OpenStack で、
プライベートクラウドを構築する際のポイントを丁
寧に解説。企業や団体といった IT利用者の視点で、
OpenStack がどのようにシステム開発や運用に
役立つのかがわかります。

シーアンドアール研究所
澤橋松王（著者）

264 ページ　価格：3,577 円（PDF・EPUB）

新入社員と学ぶ
オフィスの情報セキュリティ入門

注目を集めている情報セキュリティについて、非 IT
部門一般社員ができることを中心に、わかりやすく
解説。本書は小説と解説のパートにわかれており、
小説を楽しく読みながら、情報セキュリティについ
て学べます。

シーアンドアール研究所
沢渡あまね・山田達司（著者）

280 ページ　価格：1,750 円（PDF）

nginx 実践ガイド
nginx を使って Web アプリケーションを構築・
運用する際、動作の検証方法や、Webシステムの
中で nginx と直接関係ない部分も解説しました。
ネットワーク全般やネットワークプログラムの動作
に関する知識が得られます。

インプレス
渡辺高志（著者）

280 ページ　価格：3,024 円（PDF）

できるPRO
Windows Server 2016 Hyper-V

Windows Server 2016 Hyper-Vは、クラウドの
実現に不可欠です。本書では仮想化の基礎知識か
ら、Hyper-V での仮想マシンや仮想スイッチの設
定・操作、プライベートクラウドの構築、Azureと
の連携などを解説します。

インプレス
樋口勝一・できるシリーズ編集部（著者）
344 ページ　価格：3,456 円（PDF）

Windowsコンテナー技術入門

Windows コンテナーの基本的な概念とシステム
構築についてハンズオン形式で解説。コマンドや
手順の紹介だけでなく、技術の生まれた背景、チー
ム開発・運用の実際など、現場で役立つ情報も数
多く盛り込みました。

インプレス
真壁徹（著者）

208 ページ　価格：2,700 円（PDF）
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