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1994年清水建設に入社。会計システムの開発を経て、
情報インフラ基盤の企画・導入に従事。PCからLAN、
WAN、仮想化基盤、Oracle、DRサイトなど幅広く構築
を行う。2017年より社内向けITサービス業務に携わる。
登山と野菜作りで日焼けが気になる50歳。

日本を代表する大手ゼネコンの1社として、国内外で数多くの大型建築プロジェクトを
手掛ける清水建設。高層ビルディングから社会インフラ、寺社仏閣など伝統建築に
至るまで、実に多様なジャンルの建設事業を展開するとともに、近年ではスマート
シティや温室効果ガス排出削減プロジェクトなどサステナビリティ事業にも力を
入れています。そんな同社の情報システム部門では、常に先端技術にアンテナを
張り、業界に先駆けて先進ICT技術を使った業務改善に努めてきたほか、近年では
ICTを使った働き方改革にも力を入れています。こうした取り組みについて、同部の
システム運営グループを率いる市橋章宏氏に語って頂きました。
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〈プレミアムインタビュー〉

いいね！と言われるITサービス
もっとユーザーに喜びや感動を



シミズを支える情シスで24年
常に先端技術にアンテナを張る

シミズの情報システム部では「ゼネラリストを育成する」という
方針の下、定期的に人事ローテーションを実施しています。
インフラエンジニアが一定期間開発グループに異動したり、逆に
開発エンジニアが運用の仕事を経験するような人事ローテー
ションを行っています。私も1994年に清水建設へ入社した当初は
インフラ部門に配属され、その後希望して開発部門に異動となり、
5年半ほど会計システムの開発に携わった後、またインフラの
仕事に戻ってきました。
そのような背景もあり、インフラ部門と開発部門の関係は極めて
良好です。開発部門からは気軽に「こんなインフラは用意でき
ないの？」と相談してもらえますし、インフラ部門からも「こんな
ものがあったら便利じゃない？」と提案できますから、そうやって
両部門が密接に連携することでユーザー部門に優れたIT
サービスを提供できていると感じています。

会社のIT方針や開発部門からの
リクエストに応えるために、
どのように部門間連携を行ってきましたか

ヘルプデスクやPCのキッティング、機器の貸し出しなど、シス
テム運営グループはエンドユーザーと接する機会が多いので、
ユーザーから要望を直接聞くことは多いです。ただし、
ユーザーに言われてから対処するのではなく、言われる前に課題や
ニーズを先回りして把握し、自らプロアクティブに提案できる
ようになりたいです。少なくとも私は常にそう心掛けていますし、
メンバーや後輩にもそうした姿を見せているつもりです。イン
フラ運用の世界は開発より新しいネタに乏しいと思われがち
ですが、実際にはビジネスを大きく変える可能性を秘めたテク
ノロジーが生まれています。そうした技術に常にアンテナを
張り、新しい発想で仕事に臨みたいと考えています。そうやって、
ユーザーに提案したものが「いいね！」と言ってもらえると、
この上ない喜びですね。

システムのユーザーとは普段、どのような
コミュニケーションをとっていますか

PREMIUM INTERVIEW

働き方改革の取り組みにおける
システム運用の役割

現在、在宅勤務の制度を試行中ですが、当社ではデータの入った
PCを社外に持ち出すことは原則禁止しています。しかしそれでは
社外で業務を遂行できないので、システム運営グループから
新たな施策を提案しました。ひとつは、ディスクを暗号化して、
なおかつ、いつでもリモートロック・リモートワイプできる仕組み
を備えた「高セキュリティ PC」という持ち出し専用のセキュアな
ノートPCをシステム運用グループで提供することです。これに
加え、iPadを使って社外から社内のPC環境にリモートデスク
トップ接続できる環境を用意しました。これらの提案が、情報
システム部の承認を受け、全社展開を行うことになり、リモート
ワークや在宅勤務の取り組みを後押ししています。

ユーザーに快適なITサービスを提供できるように
なれば、働き方改革にも貢献できますね

先進技術という意味では、「この技術を使うとどんなサービスを
実現できるだろうか」ということを常に考える文化が根付いていると
思います。「建設現場」という特殊な環境ですから、全国に地理
的に散らばっており、かつ一時的に設置する多数の建設現場を
ITで如何につないで管理するか、独自の工夫が必要です。施策の
ひとつとして、社内のITリソースを中央でプールしておき、現場の
要望に応じて随時切り出して提供するプライベートクラウドの
ような取り組みを2000年代初頭から始めました。建設現場を
立ち上げる際に素早くIT環境を構築したり、開発部門にIT
リソースを提供する上でも、この仕組みが極めて役立っています。

スピーディーにITサービスを提供できるように
IT部門が時代の流れに先んじて
キャッチしてきたのですね

ユーザーの喜びが第一
「これいいね！」と
言われるような発想をもつこと

これからはゼネラリストを超えた「スーパーマン」を育て上げたい
と考えています。インフラも分かって、開発もできて、かつ
ユーザーとの折衝もできるという、全方位のスキルを持つエン
ジニアのことです。こういう人材がいれば、どんなプロジェクト
でも「あいつさえいれば大丈夫だ！」となるはずです。こうした
人材を育成するためには、とにかく若手に色々なチャンスを
与えてあげることだと思っています。当社の情報システム部門
には優秀な若手もたくさんいるので、会社の将来を考えるような
プロジェクトなどを通して成長してほしいです。人は「育てる」
ものではなく「育つ」ものだと思っています。私の役目は、
メンバーがそうやって自然と育つための環境を提供し、さりげ
なく方向付けをしてあげることです。

メンバーにはどのように
成長してほしいとお考えですか

組織の中で働いていると、どうしても「自分は評価されていない
のでは？」と疑う瞬間があります。けれども、自分の働きぶりは
必ず周囲は見てくれているということを知っていてほしいです。
たとえ一時的に評価が下がっても、その状況を自らの手で打破
していけば必ず道は開けます。一方で、中堅・ベテランになって
くると、状況の変化に柔軟に対応するより、過去の成功体験に
基づいて状況を認識したり、ものを話したりするようになります。
こうなると、逆に若いころの成功体験がその人のさらなる成長の
妨げとなってしまいます。成功体験を思い切って捨て去り、
ゼロベースで考え直す。私もこうした心掛けを常に持つことで、
自分自身を成長させて行きたいです。

IT部門で活躍する「人」はどのように
変わって行くのでしょうか

人材は「育てる」ものではなく
「育つ」もの
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運用管理をデジタルイノベーション!?
年間活動の総まとめとして、運用管理をテーマとした
『JP1ユーザ会東日本支部会2018』を開催しました。
「IoT/ビッグデータ/AIなどの新しい技術とワークスタイル
変革に対してIT部門はどのように取り組むべきか」を
テーマとしたパネルディスカッションや、アシスト流
デジタルイノベーションのポイントとして関連部門との
コラボレーション強化・ITサービス可視化の重要性、
そしてJP1ユーザ会の会員様によるシステム運用改善の
取り組み事例発表などをお届けしました。

アシストJP1ユーザ会 東日本支部会 2018開催レポート
開催日：2018年3月16日　会場：JA共済ビルカンファレンスホール　後援／協賛：株式会社日立製作所 
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CONTENTS

開催当日の様子や全てのセッション内容を、Webに公開しています
ht tps : / /www.ashisuto.co.jp / jp1user_0316

P.4 -5  パネルディスカッション

「新しいワークスタイルを創ろう」

P.6 会員様のシステム運用改善事例

「ここでしか聞けない現場の声」 
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アシストJP1ユーザ会 東日本支部会2018 パネルディスカッション

新しいワークスタイルを
創ろう!

毎年恒例のパネルディスカッションでは、
「新しいワークスタイルを創ろう！」と題して、

2018年に取り組むべき課題をテーマに議論を行った。
IT部門はどう変わるべきか、新しいワークスタイルを創るためには
何に取り組むべきか、様々な業界のスペシャリストが議論を交わした。

九重 博昭 様
NTTコミュニケーションズ株式会社
ICTコンサルティング本部
ICTコンサルティング部門 テクニカルグループ 担当課長

藤田 卓也 様
株式会社日立製作所
サービス営業推進本部
ソリューション開発営業部 コンサルティングG

松原 健 様
アズビル株式会社
業務システム部 運用管理グループ グループマネージャー

佐藤 敦志 様
株式会社荏原製作所
情報通信統括部
システム保守運用部 インフラ・システム運用課 担当課長

モデレーター

蝦名 裕史
株式会社アシスト
東日本技術本部 システム基盤技術統括部長
JP1ユーザ会事務局代表

かつてIT業界は花形と呼ばれた時代もありましたが、最近
ではITに関わる職場では慢性的な人材不足と言われています。
その理由の1つが、IT業界は新3K「きつい、きびしい、かえれ
ない」と言われているからだそうです。このことについて、どんな
風に捉え、またどのような危機感を持っていますか。

蝦名

ひと昔に比べてIT現場は「元気がない」と見られているのは
確かですが、最近は、潮目が変わりつつあると感じます。
たとえば、人材不足の切り札としてRPAやAIの検討が具体的に
始まるなど、導入はまだ先かもしれませんが、部門の活性化に
向けた変化の兆しが見えつつあります。まだ現場では実感が
ないかもしれませんが、今が過渡期にあるのではないでしょうか。

九重

魅力的なIT部門とはどのような部門でしょうか？また、魅力的
に変えていくためには何が必要でしょうか？

蝦名

近年、IaaSやSaaS を簡単に利用できる世の中になってきて
います。しかし、ビジネス部門は、具体的にどう使えばいいのか、
詳しく知っている訳ではありません。そこで相談先となるのは、
やはりIT部門です。要するに、ビジネス部門の要望に、タイムリーに
対応し、相談できる存在であることが、IT部門を魅力的にする
要素のひとつではないかと思います。

九重

最近、IT部門とビジネス部門の「時間軸のずれ」を感じた出来事
がありました。例えば、ビジネス部門が、「メールを分析したい」
とIT部門に伝えたとします。件名を分析するぐらいなら比較的
簡単ですが、内容まで分析するとなると、膨大なデータをどの
ように扱うか検討しなければなりません。しかし、ビジネス部門は
「すぐにメールを分析したい、できるでしょう？」と言う。こうした
捉え方の違いが、「時間軸のずれ」になります。
したがって、ビジネス部門のやりたいことに対して、実現方法や
セキュリティ、使い方などのアドバイスをする、コーディネーターの
ような役割にシフトすることで魅力ある部門になるのではないか
と思います。

佐藤

IT業界の人材不足は、ひょっとしてチャンス
かもしれません。物流業界のように人手
不足が危機的状況になれば、IT業界の
待遇改善も期待できます。
それに、これからIT部門に人を増やす
のは難しい面もあるので、RPAやAIを
本格的に検討していくきっかけになると
感じています。

佐藤

たしかに、IT業界が花形というイメージはありませんが、
これから働き方を変えていくために、IT活用は非常に大事だと
思います。IT活用の方法も、様々ですが、これらを企業が
取り入れるには、IT部門の下支えというか、底力なくして実現は
難しいでしょう。また、今後、データ活用などの仕事が増えて
くると、IT部門は企業にとって非常に重要な部門になると
思います。私は、IT部門は魅力的であり、企業そのものを
変えていく部門になると思います。

藤田

AGENDA 01 IT部門のリアル
IT部門では今何が起こっているのか？

AGENDA 02 IT部門の変革のカタチ
IT部門はどう変わるべきか？

夕方まで生討論

パネリスト
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新しいワークスタイルを創ろう!

SLAが何％に達しているか、といった減点法の評価が多く、
IT部門がワクワクするような評価方法とは言えません。その
要因は、やはり見える化が十分ではないからでしょう。IT部門が
働き方改革や生産性向上にどれだけ寄与しているか、可視化
され、新しい評価指標になれば、面白いと思います。

九重

例えば、魅力ある会社がゴールだとして、そのためには、社員が
生き生きとしている必要があります。社員が生き生きとする
ために社内でメンター (助言者)になり得る人を探す。そして、
メンターになり得る人を探すために、蓄積されたデータを
抽出・分析する、という風に、データを活用したクリエイティブな
活動がKPIになると面白いと思います。

藤田

どのようなワークスタイル変革が魅力的な職場につながるの
でしょうか、またその新しいワークスタイルから何が生まれる
ことを期待していますか？

蝦名

IT部門は、IT活用に関して多くのノウハウを持っているので、
他部門と比べるとスムーズにITを活用した働き方改革を進めて
いけます。また、環境面でも新しいシステムを比較的使いやすい
部門なので、IT部門が先頭に立ち、全社のモデルケースになる
ような取り組みを進めていくのが良いと思います。

藤田

IT部門は、品質を過度に求められています。そういった過度な
要求を是正し、まずは時間的な余裕を作る必要があります。
チェック作業の簡素化やRPA導入などを積極的に行い、作り
出した時間を使ってデータを分析することでIT部門のするべき
ことが見えてくるでしょう。そこにリアルタイム性が加わり、
実施した施策がどのような効果をもたらしたかを把握できる
ようになると、もっと色々なことができるようになるのでは
ないでしょうか。

松原

ビジネス部門が RPAや AIを利用したいと言ってきたらどん
どん導入を進めることで、IT部門の存在をアピールできます。
また、導入したツールの中に自部門で活用できそうなものが
あったら遠慮なく活用して、手を動かす仕事を減らし、クリエ
イティブな活動に充てる時間を稼ぎ出していくことを期待して
います。

佐藤

私が入社した時、「おそらく人生において、会社にいる時間が
一番長い。 だからこそ、会社の中でいかに楽しめるか、という
ことを常に考えるほうが人生も楽しい」と先輩に言われた言葉を
思い出しました。やはり魅力的な会社になるには、社員一人
ひとりが魅力的でなければなりません。

藤田

デジタルトランスフォーメーションが進む中、IT部門が
リードする働き方改革の実践も必要になってきます。
それは単なるワークライフバランスの実現やワーク
スタイル変革を目指すのではなく、魅力ある部門、わく
わく感を生み出す組織作りへとつながっていきます。
各業界の有識者による討議からは、IT部門に対する
評価と期待のギャップの中で、IT部門の企業内プレゼンス
をもっと高めていきたい、そして、メンバー一人ひとり
が自信をもって取り組んで欲しいというメッセージが
伝わってきました。
IT基盤を支えてきたIT部門は、これからは、企業基盤を
支える「ワクワク感」を生み出す部門になっていくのでは
ないでしょうか。

※本内容は2018年3月時点のものです

IT部門が運用データを活用することで、会社に対して価値を
アピールするような取り組みをされていますか？

蝦名

今現在、IT部門の価値はどう評価されているのでしょうか？蝦名

社内の働き方改革が上手く進んでいるかどうかは、定点観測
して判断する必要があります。あらゆるデータを活用し、
ダッシュボード的に今の状況を見ることができれば、よりイン
テリジェンスに富んだ運用が実現します。
そのような取り組みはやはり IT部門にしかできない。価値を
アピールできるポイントではないでしょうか。

藤田

IT部門だからといってただ保守・運用する事ばかりを考えて
いても面白くありません。自分たちでデータ分析をできるように
するとか、 ビジネス部門の相談に乗れるような存在になって
いかなければなりません。
そして、「ワクワク感」というキーワードがありましたが、運用
そのものだけではなく、IT部門がこう変わっていったら面白い
よね、という部分に対しての「ワクワク感」があると良いですね。

松原

IT部門とビジネス部門の距離感はまだ
まだ遠く、ビジネス部門がまず相談しに
行く先は社内のIT部門ではなく、外部の
ベンダーになってしまっています。だから
こそ、IT部門が価値をアピールしていく
ことで、「まずは社内で相談しよう」と
いう風に、距離感が変わってくるのでは
ないでしょうか。

九重

魅力的なIT部門には、とにかく「ワクワク
感」が必要ですね。どうすればワクワク
感のある組織になるのか、今は明確な
答えを持ち合わせていませんが、JP1
ユーザ会には多くのメンバーがいらっ
しゃいます。皆さんと一緒に意見交換
すればきっと何かしらの案が出てくるの
ではないかと期待しています。

松原

新しいワークスタイルを創るためには？

AGENDA 03 ワークスタイルの変革
アシストJP1ユーザ会 事務局 代表

蝦名 裕史

編 集 後 記

今は、複雑なITシステムが多くありますが、
それらをうまく使って魅力的な会社に
するには、IT部門の力が非常に重要だな
と感じています。
IT部門が今まで培ってきたノウハウを
活かしていくことで、会社も変わっていく
だろうと思います。
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ジョブ管理とIT資産管理における課題を解決し、運用を改善したお客様事例をご紹介します。

山崎製パン株式会社
計算センター 管理課  宇佐見 信義 様

日々の小さなジョブデータの蓄積が
課題改善の大きな武器に。 
システム運用上の3つの課題を解決！

システム／非システム両面からのアプローチで
全体のIT統制を実現日々の小さなデータの蓄積が

改善の大きな武器になる

ジョブ変更情報の活用で、誤操作を
早期発見し、業務への影響を極小化!

計画的な停電などでサーバを停止する場合、ジョブを一定期間
停止する必要があります。その際、間違ったジョブを実行中止にして
しまうと大きな事故につながりかねません。そこで、ジョブの中止・
保留などの変更情報をデータベース化し、変更したジョブの情報と
作業計画書との照合により、作業予定ではないジョブを中止・保留
していないか簡単にチェックできるようにしました。誤操作を早期発見
する仕組みの整備により、業務影響の極小化を実現しました。

SOLUTION 

02

ジョブ定義情報の活用で、定義変更の
影響調査にかかる時間を大幅に削減!

ジョブ定義を変更する際の影響調査に多くの工数を費やしていま
した。そこで、JP1のジョブ定義情報をデータベース化し、変更したい
スクリプトがどのジョブで使われているのか簡単にわかる仕組み
を構築することで、影響調査の大幅な工数削減を実現しました。

SOLUTION 

01

SOLUTION 

03
ジョブ稼働情報の活用で、遅延検知の
精度を高め、ビジネスへの影響を阻止！

10分程度で終了するはずのジョブが2時間稼働しており、調べて
みると処理が内部でループしていたということがありました。その
ため、ジョブの処理遅延を通知するJP1の機能「終了遅延監視」を
利用することにしましたが、伸長時間の閾値の設定に非常に悩み
ました。そこで、ジョブ稼働情報をデータベース化し、そこに蓄積
された過去実績から、伸長時間を算出しました。これにより、最適
な閾値で遅延を検知することで、ビジネスへの影響の阻止を図っ
ています。

「一つ一つのデータが小さくても蓄積すれば強力な武器になる」と
確信しています。これからは、JP1のジョブデータに留まらず、社内に
蓄積されたあらゆるリソースのデータを活用し、運用改善を推進
したいと思っています。

ルールを遵守し、例外を作らない。
当たり前のことをきちんとすることで
全体のＩＴ資産統制を実現!

パソコンと同様にソフトウェアもきちんと管理するため、ソフトウェア
の購入およびインストールの際は、100円のソフトウェアでも、
稟議書と申請書を提出するというルールを決め、遵守を徹底
しました。また、インストール状況はJP1で可視化し、違反者には
ルールを再周知することで、標準外ソフトウェアの無断利用を
約80％削減することに成功しました。

たとえ100円でも例外を作らない、
徹底したソフトウェア導入ルールの遵守!

SOLUTION 

02

JP1によるIT資産の棚卸し自動化で、
工数を約70％削減し、正確性を担保!

当社ではすでにJP1を利用し、自動的かつ正確なIT資産の棚卸し
を行っていました。しかし、グループ会社は拠点ごとにツールの
有無やルールが異なり、ツールを持たない会社の棚卸しの負担が
非常に大きく、正確性を欠いていました。そこで、ツールを持たない
全てのグループ会社にJP1を展開することで、棚卸しの工数を
約70％削減し、正確性も担保できました。

SOLUTION 

01

SOLUTION 

03
ネットワーク接続制御で企業の信頼性を
失墜させかねない情報漏洩リスクを排除!

未申請や持ち込み端末の社内ネットワークへの接続を把握できて
いないという課題がありました。そこで、JP1を利用し、社内ネット
ワークに接続できるのは管理者が許可した端末のみとすることで、
セキュアなネットワーク環境を実現しエンドポイントセキュリティを
強化しました。

「IT資産の棚卸し」
「ソフトウェアの管理」
「情報漏洩対策」
ＩＴ資産管理の徹底を行うため、システム
／非システム両面からのアプローチし、全体の
IT資産統制を実現。

ツール導入に限らず、社員のＩＴリテラシー向上を目的として
パソコン利用者研修の実施や、社員のパソコンへJP1から定期的に
啓蒙メッセージを配信しています。システム／非システム両面からの
アプローチ、ルール遵守を徹底するなど、「当たり前のことだから
こそ、きちんとする」ことで全体のIT統制を実現できました。

現場の声

岡三情報システム株式会社
ITサービス運行部 統括マネージャ  中尾 健二 様（左）／廣垣 雄也 様（右）

「ジョブ定義変更の影響調査」 
「計画外のジョブ誤操作」
「処理遅延に気づかない」 
システム運用上起こりうる
3つの課題をジョブデータ
の活用で解決。

ここでしか聞けない
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会員であるJFEシステムズ株式会社 情報システム部 古野敦子様は、2014年から毎回欠かさずご参加いただいています。
今年3月に開催されました「アシストJP1ユーザ会東日本支部会2018」では、事例発表の講師としてご登壇され、

JP1によるジョブ管理と千里眼SaaSによるジョブ実行状況の可視化についてご発表いただきました。
今回は、アシスト社員が、古野様と上司の方にユーザ会に対する思いや今後期待することについてインタビューしました。

〈古野様〉
当時部署異動のため、まずはJP1の使い方を勉強する必要があり、
アシストからの紹介で参加しました。もともと他のユーザ会にも
参加していたので、気がねなく参加できました。最新バージョン
情報も聞くことができ、早速バージョンアップも検討しました。

〈大山様〉
ユーザ会は、JP1や運用管理についての情報を得られるいい機会
だと思い、私からも参加を促しました。毎回参加後に良い報告を
受けるので、ぜひユーザ会で得たものを積極的に業務に活かして
ほしいです。

毎回ご参加いただいているユーザ会に
どのような印象をお持ちでしょうか。

〈古野様〉
参考になる情報がたくさんあるので満足しています。「他社も同じ
ようなことで悩んでいる」という共感や、「こんなJP1の使い方が
あるのか」という新しい発見もあり、刺激になっています。他社の
話から学んだことは、どれも「使える」ことばかりです。

〈大山様〉
JP1に関する要望についても積極的に意見を出しているようで、
ついには製品に採用されたと聞き大変喜ばしいです。ユーザの
意見を聞いてくれる場があるというのは、ありがたいですね。

新しい発見のために参加しているJP1ユーザ会
思い切ってやってみた事例発表で学んだこと

はじめてJP1ユーザ会に参加した
きっかけをお聞かせください。

正直人前で話すことは苦手です。ただ、今回事例発表のお話を
受けるにあたり、ユーザ会で知り合った他社の方々もいるという
安心感もあり、やってみようと思いました。社内でプレゼンする
機会も少ないため、とても良い経験になりました。
ユーザ会は一種の自己啓発の場であると思いますし、上司の
大山から「100回の練習より1回の発表によりプレゼン能力は向上
できる」と言われた通り、今回の経験が自信につながりました。

事例発表を経験され、ご自身の中で
変化はありましたでしょうか。

JFEシステムズ様「千里眼SaaS」導入事例がリーフレットになりました。事例リーフレットのご案内

JP1のジョブ実行状況を、アシストが開発・提供するSaaS型運用イベント分析プラットフォーム「千里眼
SaaS」で可視化。瞬時に表示される分析レポートをもとに組織間で情報共有し、会社全体でITサービス品質
向上に取り組むことに成功したJFEシステムズ様の事例を、ぜひご覧ください。

〈 JP1ユーザ会 会員インタビュー 〉Success Story

〈大山様〉
ユーザ会は現場担当だけでなく、リーダーやマネージャも他社と
交流できる貴重な機会だと思います。会報誌含め、アシストには
会員が求めている情報をタイムリーに提供してほしいです。

〈古野様〉
ユーザ会でしか聞くことができない他社事例や情報交換会が
とても気に入っているので、これからも継続して参加します。

〈平川様〉
メンバーには積極的に外に出てほしいですね。社内でとどまって
いては得られる情報が限られます。アシストだけでなく、他社
との交流はとても意味のあることだと思います。

ユーザ会に参加するメリットや
今後の期待についてお聞かせください。

JFEシステムズ株式会社は、先進的な情報
サービス企業として情報システムのインテグ
レーションおよび運用・保守を提供しています。
同社の基盤構築・運用保守を担う情報システム
部は3つのグループによって構成され、古野様は
社内APのシステム運用、認証ID管理、開発など
幅広く担当しています。

JFEシステムズ株式会社
情報システム部   

古野 敦子 様

情報システム部長 平川洋様（左奥）／情報システム部 主任部員 大山明彦様（左手前）
アシスト営業 古市靖（右奥）／技術 田中英二（右手前）



セキュリティ対策は一過性の課題ではなく継続的なテーマです。対策費、運用負荷、ユーザ
の利便性、それぞれのバランスを取りながら社内全体のリテラシー向上を継続して行うこと
こそが、重大事故防止やセキュリティ予算確保への近道となるでしょう。

セキュリティ対策と運用負荷・利便性
01

discussion

働き方改革とIT部門
02

discussion

IT部門はテレワーク、サテライトオフィスなどといった働く場所に
関連するインフラ整備に大きく関与します。セキュリティを担保
しながらいかに柔軟な働き方を提供できるか、IT部門そのものの
負荷を考慮しながら徐々に企業の「働き方改革」が進んでいます。

今改めて自動化・AI
03

discussion

オペレーションミス防止、アラート検知からの自動アクション、
予兆検知など、運用業務における自動化への期待値が高まる
一方で、自動化できる業務内容や設計など、導入に至るまでの
ハードルは高いようです。

アシストJP1ユーザ会では、会員企業のマネージ
メント層の方々にお集まりいただき、年3回ワーク
ショップを開催しております。
本誌では、経験豊富なマネージャ同士の議論と
アンケート結果をダイジェスト版でお届けします。

アシストJP1ユーザ会 ワークショップダイジェスト
WOR KSHOP DIGEST

株式会社アシスト〈JP1ユーザ会事務局〉

jp1_user@ashisuto.co.jp
ROOKSの情報はWEBでも配信！

アシストJP1ユーザ会

本号では多くのユーザ会員様の声をお届け
しました。JP1ユーザ会では会員様がご講演
される各種セミナーを開催していますので、
ぜひご参加ください！

ROOKS-SEP2018

編 集 後 記 アシストJP1ユーザ会へのお問合せはコチラ

JP1ユーザ会　資料ダウンロード

現状の自動化対策方法や工夫している
ポイントなどを知ることができます！

いま関心の高いセキュリティ対策は何か？
実際にユーザ会員が実施している対策手法などをまとめています！

アラート対応
パッチ対応

メンテナンス業務全般
ログ採取

サーバーセットアップ
ID払い出し・パスワード再設定

サービス起動・停止
プロビジョニング

デプロイ
リリース処理

その他
0 20 40 60 80 100

%

これからの
対策テーマは
見える化

要員不足・
スキル不足が
対策の障壁

セキュリティ
対策予算は
増加傾向

ワークショップでは、キャリアを積んだマネージャ同士でIT部門の「これから」を論議しています

ワークショップレポートは
JP1ユーザ会Webより
ダウンロードいただけます。

36%

27%
20%

10%
7%

レポートでは企業が取り組んでいる働き方改革テーマを
詳しくチェックいただけます！

レポートでは

自動化を推進したい業務は
どのようなものがありますか？

意見などを
求められる

その他

IT関連の
アドバイザーとして
参画している

検討・実施メンバとして
参画している

ほとんど
関与していない

働き方改革を推進する上で、
IT部門はどの程度関与していますか？

レポートでは

バランスの取れたセキュリティ運営とは

新しいワークスタイルの形作り 効果的なソリューション選択


