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システム運用管理の改善事例や課題解決ヒントが満載の情報交流マガジン アシストJP1ユーザ会会報 〈ルークス〉 発行：株式会社アシスト

JP1ユーザ会が描く未来のネットワーク、未来の運用

PREMIUM INTERVIEW

次世代リーダーからのメッセージ

千代田化工建設 株式会社

都筑 守 様

〈プレミアムインタビュー〉

お伝えします、私たちのJP1活用事例！
事例研究

マルチクラウド環境におけるシステム管理の在り方とは
環境ごとのデータ散在からの脱却
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DX推進の第一歩は業務変革から
ユーザーニーズの変化で見えてきたRPAの在り方



グローバルな情報システムを
支えるために

入社時は研究所に配属されましたが、1980年代後半にシステム
部門に配属されました。当時普及し始めたパソコンの社内導入
促進に向けて、セットアップや環境整備に携わりました。90年
以降は、サーバー導入とネットワーク化に取り組み、ファイル
共有、メール導入などを進めました。並行して、インターネット
商用サービス開始の黎明期から対応を図るとともに、欧米拠点
とも専用線を使いネットワーク化とメールサーバーの構築などに
よるコミュニケーション手段の整備に取り組みました。海外
出張や赴任では、拠点やプラント建設現場のネットワーク環境を
構築し、各拠点や現場からでも、本社の業務アプリケーションが
使用できる環境を整備しました。現在は、海外6拠点、国内は
グループ会社を含めて約20拠点のWANの運用管理を統括
しています。

これまでのご経歴をお聞かせください。

現在、インフラサービスセクションでは、インフラの運用管理
全般を担当し、フロントエンドサービスチーム、インフラ運用
チーム、インフラ技術企画チームという3つのチームで構成して
います。フロントエンドサービスチームは、ユーザー IDの登録、
キッティング、PC周辺機器の貸出、ソフトウェアライセンス
管理など、PCを使用するにあたり最初に必要となる部分を
担います。インフラ運用チームは、ネットワークやサーバーなど
ITインフラの安定運用を担っています。24時間止めないことが
前提ですが、チーム自体は24時間対応ではないため、休日
などはプレッシャーがかかります。年末年始等休みが長期になる
場合はメンバーが交代で対応します。インフラ技術企画チーム
は、新技術の調査と検証、評価が主な業務で、導入する製品の
選定も行っています。私たちの重要なミッションは品質をしっかり

確保し、同時に安定的かつ効率的な運用を行っていくことです。
品質の担保は長らく続けてきたので、これからは効率化の追求に
力を入れていきたいと考えています。経営層からもコスト削減を
テーマとして課せられていますし、その手段の一つとしてRPA
などの導入を検討しています。

ITサービスセンターの役割と
担当業務を教えてください。

システム運用を担う立場から、
心掛けているのはどのようなことでしょうか？
アプリケーションの安定利用環境の提供がミッションとなる
ため、何より安定運用を第一にしています。そのため重要な
システムについては、各レイヤーで冗長化するなどコストを
掛けて環境を整備してきました。加えて、万一、何かトラブルが
発生しても、ドキュメントをしっかりアップデートし、整理・
保管しておくことで、迅速な対応ができるようにしています。
3年周期で見直しをおこない、マニュアルはなるべくシンプル化
するようにしています。
もう一つは、ミスをなくすことです。例えば課金などのミスは、
直接の損失につながるため、チームのメンバーには繰り返し
注意をしています。それでも、人のオペレーションである
以上、ミスをゼロにすることは難しいです。そこでルーチン
ワークについては、ミスをシステム的に排除できるRPA導入を
進めていきたいと考えています。これは前述した効率化、コスト
削減という点でもメリットになると思います。

すべてのプロセスには人が介在しますので、人材育成は重要な
テーマと考えています。若手のスキル習得に向けては、セミ
ナーの受講計画を作成して、年間を通してセミナー受講や資格

千代田化工建設は、1948年の創業以来、石油・ガスを始めとした
エネルギーから、化学、環境、省エネ、産業設備、ライフサイエンスまで
幅広い分野で、プラントの設計・調達・建設を中心に、数多くのプロ
ジェクトを世界各地で手掛けてきた総合エンジニアリング企業です。
同社のグループ企業で、IT環境の整備と運用・管理を一手に担う
千代田システムテクノロジーズの都筑氏に、マネジメントで心掛けて
いること、課題、人材育成への取り組み、さらに自身のキャリアで転機と
なったエピソードまで、幅広いテーマについて語っていただきました。

PREMIUM INTERVIEW #023

1979年、千代田化工建設株式会社に入社。研究所からシステム
部門に配属され、PCの業務導入などに携わる。2000年に転籍し、
グループ外企業向け業務や海外プロジェクトITなどを担当、
海外赴任も経験。2011年より現所属。趣味は、上達しない
ゴルフとウォーキング。会社から自宅まで歩いて帰宅したことも。

千代田化工建設株式会社
ITサービスセンター インフラサービスセクション
 
S L　都筑 守 様

本質を見抜く力
強みを生かしたスペシャリストへ

原因があって、結果がある
本質を見抜く力を養ってほしい

人のオペレーションについて触れられましたが
特に課題とされていることはありますか？
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取得を奨励しています。会社も費用を含めバックアップして
くれていますが、試験を受けただけで満足してしまうのではなく、
自分のスキルアップとして、合格することに計画的、能動的に
取り組んでほしいと思います。資格を取得することだけを目的と
すると後回しになりがちですが、社外から見た客観的な評価と
しても、資格取得者が多ければ有利になります。社外に
アピールできるようになれば、結果的に、自分達の仕事にも
有利になると考えてチャレンジしてほしいと思います。また、
プレゼンテーションスキルの向上と情報共有を目的として
社内発表の機会や表彰制度なども実施しています。

コミュニケーションです。最近はメールやチャットを活用して
エビデンスを残すような仕事の進め方が多いですが、内容に
よっては、実際に相手と顔を合わせて話した方が正確に伝わる
こともありますし、直接話すからこそ必要な情報が自然と入って
くることもあります。トラブル対応時の事実確認では、会話を
通じた情報交換が不可欠です。ただし、できるだけポイントを
絞って話をするよう言っています。また、自身の反省も含めたもの
ですが、若手社員からの報告が上がってこないことがあります。
それは部下に対する日頃のケア、コミュニケーションの不足が
一因であるとも感じています。気掛かりなことがあれば、気軽に
話せる雰囲気をつくっておくことも大切だと思います。

IT部門で重要となるスキルは
何だとお考えでしょうか？

システム運用の自動化を目的としたRPAに注目しています。
自動化による業務負荷の軽減はもちろんですが、業務上の
ノウハウや技術を属人化させず、組織のものにすることも
可能になります。そして空いた人材、時間、コストを、戦略的な
ITの立案計画にシフトさせていけたらと思います。すべての
業務にRPAが適応できるわけではないので、そこの見極めも
大切です。RPAと人が担う業務とをうまく使い分けるハイブ
リット的な使い方になると思います。その意味で、今後の
運用管理は大きく変化していくと思いますが、現状を肯定して
いては新しいことに前向きに取り組むこともできません。変化に
機敏になって、組織の中での自覚と責任、誇りをもって仕事に
取り組んでほしいと思います。

スペシャリストの集団を
組織化する

現在、注目しているソリューションはありますか？

やはり、研究部門からシステム部門へ異動した時は大きな
転機でした。また、千代田システムテクノロジーズに転籍した
際には、グループ外企業の業務を3年ほど担当し、要求の厳しさや
責任の大きさを痛感しました。特に、納期とコストに対する
要求は、非常に厳しいと感じました。
その後、海外プロジェクトでITを担当し、海外のプラント建設
現場にも1年間赴任しました。現場はフランス、フィリピン、
インドなど多国籍のメンバー構成で、文化の違いを強く感じ
ました。例えば、PC等資材調達でもベンダーが納期は1週間と
言えば1カ月になるくらいのルーズさでした。それを予め
想定したスケジュールを考えておく必要がありました。担当者に
確認してもノープロブレムを繰り返すばかりで、らちが明かない
ため、ベンダーの事務所に乗り込んで上司と直接、交渉して
何とかしてもらったことも良くありました。以来、現地ベンダーの
「ノープロブレムは、プロブレム」と考えるようになりました。
また、日本ではナレッジの共有を当たり前と考えますが、現場の
ITメンバーは、「なぜ、自分が苦労して身に着けた知識や経験を
無償でオープンにしなければならないのか」と考えるため、
強く反発されたこともあります。国籍や文化の違うメンバーを
統率して、プロジェクトの成果をあげることができたのは、
とても良い経験になりました。なかなか海外経験の機会は
少ないですが、チームやプロジェクトの活動においてもメンバーが
能動的にチャレンジできるようにしたいと思います。

ご自分のキャリアで、転機となった
エピソードがあれば教えてください。

私たちの業務は、ユーザーからの問い合わせやトラブル対応の
機会が多いです。その際に、必ず自分の目で現場を確認する
こと、つまり事実確認の大切さを繰り返して言っています。
事実確認を怠ってしまうと、間違った対応をしてしまいます。
これは以前にコンサルの先生に教えられたことですが、まず
原因があって結果が引き起こされるからこそ、事実確認が
大切なのです。根本原因を明確にせず、人の話や想像だけで
原因を決め付けて対処してしまうと、解決が遠のいたり、違う
問題を引き起こすことにもなります。しっかり事実確認する
ことが、結局、問題解決には最短の手段となるのです。同時に、
その対応方法が正しいものであるのか、仮説を立てて証明する
ようにも言われました。これも証明できれば対応方法が正しい
ことを裏付けるためです。そうしたことを繰り返していけば、
本質を見抜く力が養われると思います。また、具体的なトラ
ブル対応時に参照するドキュメントが更新されていなければ、
さらなるトラブルにもつながります。膨大なドキュメントを
利用しやすくするための整備も行っています。（下図）

若手の方への具体的なアドバイスを
お聞かせください

社内ドキュメント整備の取り組み ー 3年ごとに文書を更新し、ドキュメントの陳腐化防止 ー

過去に作成した文書が
更新されずに放置

Before

最新文書の状況が
簡単に判別できる仕組み

Af ter

事務局にて文書リストを作成し、初版発行日、最新発行日、 次回見直し時期を一覧化。

事務局は、ステータスを週次・月次で確認、いつ文書が作成・更新・廃棄されたか、照査・承認の
ステータスを把握、予定納期を超過しているものは催促。

S TEP.1

S TEP.2

S TEP.3

S TEP.4 照査終了時点で文書作成ルールに準拠しているか事務局が最終チェックを行い、最終承認後、
PDF保管し文書を発行、ステータスをクローズ。

文書リストから、毎年度、更新対象文書をリストアップし、 各担当／チームに更新計画作成を指示。
各担当／チームは更新計画に基づき、作業に着手、ステータスを所定シートに都度、更新、報告。
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2016年のワークショップでは、仮想化やクラウドの利用が一般化
したことで、運用業務の自動化が課題として高まってきており、
その大きな要因としてIT環境の変化が挙げられていました。
RPAではなくRBAが主流の時代でした。デプロイやプロビジョ
ニング、環境変更などの業務要求の増加、開発サイクルの工期
短縮傾向への対応で業務へのスピード感がより求められていま
した。そのIT部門の課題とビジネス部門からの要求に応える
ための解決策として、自動化が注目されていました。
さらに、2018年、IT人材不足や働き方改革への対応、デジタル
トランスフォーメーション（DX）への対応など社会的要因が自動化を
後押しする背景がありました。限られた人数でサービスレベルを
向上するという目的から社員の働きやすさや生産性を求める
活動へシフトしてきました。
そして最近では、RPAの活用が一気に広まってきています。DXを
推進するための手段として、RPAをどう活用できたか、どう活用
できるかに注目が集まってきました。世間ではRPAが
幻滅期に入ったといわれますが、実際には、DXへの
関心が高まると共に、どうRPAを活かすべきかを
検討している企業も多く、成熟期ともいえるの
ではないでしょうか。

ポイント1：業務プロセスの把握・理解と充分な要件定義
RPAは導入しやすく効果が出やすいという特徴があるため、IT部門
ではなく、ビジネス部門主導による導入が進んでいます。ただ、
急速に導入が進む一方で、野良ロボットやロボットに対するアカ
ウント付与などによるセキュリティ対策などの課題も浮き彫りに
なってきました。導入のしやすさのみで開発を進めた結果、スキル
不足や引き継ぎ不足に加えて、必要な業務プロセスの把握・
理解、十分な要件定義が行われなかったことに起因するケースが
多く見られるようです。さらに、DX推進=RPA導入になってしま
うと、まずは今ある業務をとにかく自動化しようとRPA開発を
推し進めた結果、無駄な業務が自動化されてしまいDXで重要な
「変革」を進めることが出来なくなってしまうことも起こり得ます。

ポイント2：テレワークを前提とした業務変革
DX推進の一環としてRPAを導入するにあたっては、まずは今
行っている業務を見直し、無駄を排除するという業務変革が
重要であると考えます。またその変革には、今後増えてくることが
予想されるテレワーク環境を考慮した見直しが必要です。IT部門が
テレワーク環境においても同品質のITサービスを届けることは、
企業の業務継続に欠かせません。業務を見直すうえで、業務
プロセスを4つの視点から改善していくフレームワーク※1に照らし
合わせてみるのも有効な手立てのひとつです。そうした業務
変革を行ったうえで、自動化効果の高い業務を選定し、その

ユーザーニーズにいち早く応え、
ビジネスを推進するためのスピード感

DX推進のための
RPAツール活用のコツ

自動化特集

ユーザーニーズの変化で見えてきたRPAの在り方

アシスト人事部門にみるRPA成功事例

DX推進の第一歩は業務変革から

導入から半年で500時間の業務時間削減！RPAツール”UFT One”導入により
新しい価値を創造する「攻めの人事」を実現

人事部門では、社員のニーズや働き方改革に合わせた積極的な制度の見直しや、人事データを活用した経営戦略サポートなどの
主要業務があるなかで、毎日のルーチンワークに業務の大半の時間を取られている実情がありました。そこで、複数のRPAツール
から、C/Sシステムのアプリケーションとの相性が一番良く、アシストでも取り扱いをしているUFTを採用し、社内のUFT
サポートセンターメンバーと人事部門が共同でロボット開発を進めました。
半年間で30体の業務実行ロボットを作成したなかで、顕著に効果が現れたのは勤怠データ管理業務でした。今まではデータの
抽出、Excelでの加工、完成したファイルを各所にメールで送付という作業を6時間かけて行っていましたが、データ抽出から
Excel加工をUFTで自動化したことで、1回の作業は30分弱にまで短縮されました。実際には、Excel加工はExcel操作に特化

アシストの人事部門では、勤怠システムからのデータ抽出・加工や、勤務時間のチェックといった労務管理業務を、
UFT One（以下、UFT）を導入し自動化しました。その結果、導入から半年で年間約500時間の業務時間を削減し、様々な
業務改善と、新しい価値を生み出す業務提案ができるようになりました。
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適用規模や利用部門に応じた開発が必要です。また、業務知識の
あるビジネス部門、RPAツールやセキュリティ対策の知識が
あるIT部門の両者が開発に関わることで、より効果的にRPAを
推進することができます。

2025年の崖※2に向けてDXが加速していくことが予想されます。
まずは、自動化による業務変革を行うことで無駄を省きスリム化を
図ることが有効と前述しました。
多くの企業がすでに取り組んでいるように、業務部門が行っている
定型業務は、適材適所に合わせてExcelのマクロやRPAツールを
導入することで自動化することが可能であることが分かってきました。
さらに、RPAで行う業務の実行順序や実行タイミングを制御する
JP1/CPAのような管理ツールを利用することで、異なる手段やツールで
行っているRPAを含む様々な業務を一元管理することができます。
また、システム間をまたぐ処理には、データフォーマットやアプリケー
ションの違いにより人手がかかるという例もよく耳にしますが、そこには
データ連携ツールを活用することで、システムごと、クラウドなどの
環境ごとに分散されたデータの検索や集計といった処理を効果的に
行うことができます。そしてJP1/CPAやデータ連携ツールで行う
処理を一つのバッチ処理と捉え、最上位にジョブ管理ツールを据える
ことで、一連の業務を自動化することができます。
さらに、機械的な判断だけではなく、法律・社内規定・業務手順・個
人のノウハウなどをもとに行われている定型・反復的な人の意思決
定が必要な業務についても、ルールベースのAIツールを利用すること
で、正確なチェックや判断業務を自動化することができます。
このように、システムにRPAの運用効率を最適化する機能を組み
込むことで、運用部門の作業負荷は大幅に軽減することができます。
多くの定型業務がスピーディかつ効率的に自動化されることに
よって、企業におけるワークスタイル変革やさらなる価値創造へと
シフトできることでしょう。

ユーザーニーズの変化で見えてきたRPAの在り方
JP1ユーザ会では、運用部門のマネージャーによるワークショップを開催しています。これまで3回にわたり
自動化をテーマに意見を交わしてきました。前号のコラムに続き、今回は、業務自動化の社会的背景や変遷
などを各回の意見交換会の内容などを基に振り返ると共に、各社がトライアンドエラーを繰り返してきた
ことで見えてきたDX推進手段としてのRPAの在り方を考察します。

DＸ推進からその先の業務自動化へ

第9回  自動化、AI 活用(2016.5)
第14回 今あらためて自動化、AI活用(2018.1)
第19回 RPA、自動化への取り組み(2019.10)

ワークショップ
開催時期

UFT

Excelマクロツール Excelデータ

③

④ ⑤

①

②

XLS

勤怠管理システム

業務変革を行うためのヒント ”ECRS”

Eliminate＝「排除する」STEP.1

業務の目的を今一度考え、「本当に必要なのか」を
判断し不要なものを排除することが業務変革の
第一歩です。

Combine＝「統合する」STEP.2

よく似た業務を統合することで、必要な人員や
設備の削減が図れ業務の効率化につながります。

Rearrange＝「入れ替える」STEP.3

当たり前のように行っていた手段や業務プロセスの
処理順序を変更することで、実は大幅な業務時間の
削減に繋がることがあります。

Simplif y＝「簡素化する」STEP.4

業務の一部を省略しても、同じ結果が出ないかを
考えます。時間やコストの削減につながります。

DX推進の第一歩は業務変革から

※2：経済産業省『DXレポート～ ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開～』

した専用ツールに任せ、UFTでその専用ツールを制御することで一連の処理を自動化しています。2020年は、ロボット開発ができる
人材の育成にフォーカスしながらも、より効果が高い業務のロボット開発を進めています。
このように、適材適所でのツール活用や、ユーザー部門とサポートセンター（IT部門）の協力体制が、RPAプロジェクトを成功に
導いたのではないでしょうか。さらに今後は、今人手で行っているメール配信を配信先の判断などにルールベースAIを利用し、
メール配信をJP1/AJS3でバッチ化することでより精度の高い自動化を実現できるのではないかと考えています。

①自PCからUFTのスクリプトファイルを実行
  （以下②～⑤を自動実行）

②勤怠管理システムからファイルをダウンロード

③ダウンロードされたファイルに対して
　Excelマクロツールを実行

④マクロを実行しファイルを整形

⑤共有サーバに整形したファイルを保存

UFTを導入した際のフロー

※1
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事例研究 CASE STUDY

情報システム室 インフラサービス部

髙橋 茉由 様

アシストのリスクアセスメントサービスをきっかけに、定期的な
ヘルスチェック運用を始めました。JP1/AJS3の組み込み
DBの定期的なメンテナンスや、時間ごとのジョブ実行数や
遅延状況を可視化したことで、想定外のジョブ遅延やトラブル
を未然に防止しています。

直接監視ができないシステムの各種動作をログやメールで
出力させて、監視要件をそのログとメールのみに絞りました。
そしてRBAツールを使って、出力した情報をJP1イベントへ
変換しJP1/IMの監視画面に通知する、という一連のオペレー
ションを自動実行させる仕組みを確立しました。この仕組みに
より、クラウド環境下のシステムに対する少人数での監視が
可能になりました。

ジョブの命名規約などを含むジョブ定義のフォーマット化や、
申請からリリースまでの運用フローを整備し標準化した
ことで、作業ミスが大幅に軽減し本番リリース作業の対応
工数も約65％に減少しました。

ジョブオペレーションの対応迅速化と効率化のため、障害時に
業務処理の重要度や影響度を瞬時に判断できるツールを
独自に開発し、対応スピードの迅速化や不要なエスカレー
ションの削減を実現しました。今後も継続的な改善や新たな
取り組みを実施していきたいと思います。

当社では、業務処理を集中制御するミッションクリティカルな
管理基盤システムにJP1を採用しており、1日に約2,000
ジョブが稼働しています。JP1の経年利用と担当者異動を機に
ジョブ管理業務の品質改善を検討した結果、以下3つの
取り組みを実施し、大きな成果を生み出すことができました。

株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
（USEN-NEXT GROUP）　

ジョブ管理業務の品質を支える改善事例

ジョブ遅延を未然に防止！
監視要件の見直しで監視の自動化を実現！

CASE 1 ジョブ管理基盤の品質改善
CASE 1 RBAツールの活用

JP1/IMのセントラルスコープを大画面に表示することで、
クラウド環境下の外部システムを含めた基幹業務からバック
オフィスまでの各業務を可視化することができました。

クラウド環境を含む各種業務の可視化を実現！

CASE 2 JP1/IMセントラルスコープ画面の活用

CASE 2 ジョブ定義品質の改善

本番リリース作業の工数が65％に減少！

CASE 3 ジョブオペレーションの改善

不要なエスカレーション件数の大幅削減！

芝浦システムセンター事業部 システム管理グループ　
担当課長

三村 雄一 様

2009年よりJP1でのシステム監視を実施している当社では、
基幹システムをグループ会社のプライベートクラウドに移行する
ことが決まり、JP1/IMによる直接監視ができなくなりました。
さらに、ユーザからの問い合わせは当社が受け付ける体制は
変わらないにも関わらず、コスト削減でオペレーターが廃止された
ことで、少人数による新しい監視の仕組みが必要になりました。

株式会社トヨテック

ハイブリッドクラウド環境における統合管理

独自開発のジョブ検索ツール

RBAツールを利用したJP1/IMへのイベント通知の仕組み

外部システム

@

状況イベント メールサーバ

RBAツール

直
接
の
情
報
連
携
不
可

A オンライン処理

B バッチ処理

C システムオンライン処理

JP1/IM 管理画面

今回は2名のユーザ様よりお話頂いた、アシストのアセスメントサービスを
きっかけに始めたジョブ管理業務の品質改善事例と、クラウド上の直接監視
できないシステムを含む効果的な統合管理事例をご紹介します。

会社概要

主要事業

WEB

店舗サービス事業、通信事業、業務用システム事業
コンテンツ配信事業、エネルギー事業、メディア事業
※USEN-NEXT GROUP
usen-next.co.jp/

会社概要

主要事業
WEB

トヨタグループ関連のシステム開発、基盤構築、運用保守

www.toyotec-jp.com/
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JP1 Version 12では、複数のJP1/AJS3 が連携して実行している業務に
ついて、業務全体の関係性や業務の実行状況をひと目で確認できるように
なった。これにより障害が発生した際の後続処理への影響範囲の把握が
容易に行えるようになった。ジョブが業務に与える影響の把握が容易にできる
ため、障害対応や業務変更対応を迅速かつ効率的に行えるようになったと
言える。JP1/AJS3上では関連性が表現できないジョブネット間の連携や、
多くのステップを伴う複雑な定例処理などを簡易なフローとして監視できる
点は有効だといえる。
※JP1/Automatic Job Management System 3

JP1ジョブ管理製品（JP1/AJS3※）との
さらなる連携強化 

JP1/IM2が目指すものは、運用管理の変化に対応し、ITサービスマネジメント
におけるデータの集約ポイント、ハブとなることだ。従来のJP1/IMでは、
その他のJP1製品群における情報をJP1イベントとして集約してきたが、
JP1/IM2ではJP1製品群にとらわれない、OSSの監視製品や、クラウドに
おけるマネージドサービスなど、あらゆる管理対象の集約が可能となっている。
そのためにWebAPIの拡充やプラグインと呼ばれる連携機能、JP1/IM2から
サードパーティ製品のユーザーインターフェースやユーザー作成の画面などを
シームレスに連携する機能など、数多くの機能が実装された。アシストでは
これらを活用し、OSSのシステム監視製品Zabbixとの連携や、AWS上の
監視サービスであるCloudWatchとの連携を可能にした。これにより、
Zabbixの監視メッセージをJP1イベントに正規化した状態で送信することや、
Zabbixの監視対象ノードをJP1/IM2のサンバーストに取り込むことなどが
可能になったり、CloudWatchよりWebAPI経由でイベントをIM2へ送信
することなどが容易に行え、運用データの集約が可能になった。

オンプレミス、仮想基盤、クラウドにおける
JP1/ IM2の役割や効率的な統合管理の仕組み

JP1/IM2は、多様化するIT環境における統合管理を担えるツールへ

ユーザー企業のIT環境は、システム更改時のクラウド採用や、DX推進といった環境変化に伴い、インハウスのオンプレミスや
仮想環境といった従来の管理対象と、IaaSやSaaSといった、これまでになかった管理対象を含むマルチ/ハイブリッドクラウド
環境に変化してきた。環境ごとに運用管理ツールがサイロ化することによる、属人化や運用負荷の増大を避け、効率よく管理し
ていくことが求められる。このような課題に対して、JP1/IM2をハブとした運用データの集約による統合管理の実現することが、
解決への近道と言えるだろう。

まとめ

マルチクラウド環境における
システム管理の在り方とは

環境ごとのデータ散在からの脱却

JP1の統合管理製品は、Version 12でインテリジェンス統合基盤（JP1/IM2※）として変貌を遂げている。
従来イベント管理が中心であった統合管理機能に、さまざまなデータとその関連性を統合管理し、利用者に応じた情報の提供・活用を
実現するための機能や外部インターフェースを拡充、ユーザーインターフェースも刷新した。特にユーザーインターフェースでは、
Webを採用し、アクセシビリティの向上に加え、サンバーストと呼ばれる監視対象の構造を抽象～具体化していく独特の表現技法の
採用により、サンバースト上の障害発生検知を起点に、フィルターレスにたどり着き、影響範囲を把握することができる、斬新であり
ながら理にかなった独特のユーザーインターフェースとなっている。

※JP1/ Integrated Management 2

オンプレ 仮想基盤 クラウド
Zabbix Amazon

CloudWatch

Amazon
CloudWatch

他社商用
マネージャ

オンプレ 仮想基盤 クラウド
Zabbix他社商用

マネージャ

JP1/IM2

それぞれの画面で管理し効率が悪かった…

JP1/IM2で一元管理

Before

After

イベント連携
イベント連携
構成連携

イベント連携
メトリクス連携
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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

ROOKS-JUN2020

アシストJP1ユーザ会へのお問合せ

皆さまこんにちは。ROOKS編集長の白水です。弊社では、
6月から出社する人数も徐々に増えてきておりますが、引き
続きテレワークや時差出勤を行いながら、「今だから出来る
こと」を考えながら日々業務を行っています。皆さまにおかれ
ましても、どうぞ体調管理を第一にお過ごしください。
さて、今号では、千代田化工建設の都筑様にお話を伺って
きました。その中で、部下へ期待することとして「何か一つ、
自分の得意分野を持って欲しい」というお話が印象的でした。

誰にも負けない事を一つ持つことで、自信が生まれ更なる
高みを目指すチャレンジ精神も生まれると。文系出身の私自身、
入社当時は自分の不甲斐なさに悩み、この業界に向いて
いないのではと思っていましたが、何年か後に上司から任された
ある業務でこれだ！というような仕事に出会い、自分なりに
工夫して動くようになりました。そこから仕事へのやりがいや
楽しさも感じられるようになったので、自信を持てる「何か」を
持つことは本当に大事だと改めて思いました。

編集長 白水

ROOKSよろず話

Job management Job management Event management

課題
使い続けているうちにメンテナンスや
キャパシティ不足によるリスクが増大…

解決策

利用サービス

ジョブ基盤の定期的な健康診断で、ジョブ
運用の安全性や潜在リスクを可視化

データベース性能、ジョブ実行性能、
ジョブ動作環境の3つのポイントでお客
様のジョブ稼働情報を分析・評価し、わ
かりやすく可視化したレポートをお渡し
します。

JP1/AJS3
ジョブリスクアセスメントサービス

課題
ジョブ定義がブラックボックス化して
いるが、怖くて手がつけられない…

解決策

利用サービス

現状を可視化し、ジョブ定義を最適化

ジョブ定義情報から、ジョブ管理規約
の整備、遵守状況を可視化、レポート化
したものをお渡しします。ジョブ定義の
最適化に向けたアドバイスも併せてお
渡しします。

JP1/AJS3
ジョブ定義アセスメントサービス

課題
イベントが多すぎて、コンソールが

溢れている…

解決策

利用サービス

イベントフィルタ設計を最適化

現状のJP1イベント種別やイベントの通
知傾向を可視化し精査、最適なイベント
フィルタ設計を行うために、イベント情
報を分析・評価し、わかりやすく可視化
したレポートをお渡しします。

JP1イベント管理
最適度アセスメントサービス

ジョブ管理 ジョブ管理 イベント管理

3つのJP1アセスメントサービス
JP1のお悩み

解決

レポートサマリ

ユニット定義共通

ユニット定義個別

スケジュール設定

ジョブ運行設定

△
◎
◎
◎

12/18 PT

13 /14PT

6 / 6 PT

6 / 6 PT

レポートサマリ

データベースの健全性

ジョブ実行数の健全性

実行環境の健全性

△

△

△

3 / 6 PT

3 /4PT

11/18 PT

イベント発生件数推移

アシストでは、JP1を効率的にそして長く使っていただくために、
3,100社を超える導入実績で得たナレッジやノウハウをもとにした、3つのアセスメントサービスをご用意しています。

JP1/AJS3のメンテナンス不足による処理遅延、ジョブ定義のブラックボックス化、
イベントが溢れかえるJP1/IMのコンソール、こんな課題をお持ちの方はぜひご検討ください。

毎月約7,000人のユーザー様にご覧いただいている「JP1サポート技術者ブログ」。JP1ノウハウを知り尽くしたアシストサポートメンバーが
厳選する技術トピックを、定期的にブログにUPしています。日々の運用業務で困ったとき、JP1についてもっと知りたいとき、様々な
場面でご活用ください。（下記はブログ閲覧数ランキングです）

JP1からだとバッチが実行できない！？
第1位【JP1/AJS3】

本番リリースに向けた、ジョブ定義移行方法
第2位【JP1/AJS3】

ジョブがキューイングする5つの原因と対処方法
第3位【JP1/AJS3】




