統合管理

株式会社 エディオン

「JP1」と「CYBER GENIUS」の連携で
システム監視の効率化と大幅なコスト削減を実現。
死活・稼働監視とジョブ管理を「JP1」で一元管理
日本各地に1,100店舗を超える広範な店舗ネットワークを展開する株式会社 エディオン。同社
はシステム監視の効率化とコスト削減を目指し、監視システムを刷新。新たな監視システムは、
グループのIT企業である株式会社 エヌワークが開発したサーバ・ネットワーク管理ソリューション
「CYBER GENIUS」と日立の統合システム運用管理「JP1」を連携し、JP1の統合コンソール
で一元管理している。それぞれの特長を活かすことで、約2,300台のサーバやネットワークなどを
効率的に監視している。監視システムのコストは半分近く削減し、監視作業の効率化が進んだ
ことで、障害の予防・早期発見も向上した。
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さらに、ポイントソリューションとして必要な
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「JP1との連携を実現したことで、大規模
システムへのソリューションとしても幅広く提案

死活・稼働監視とジョブ管理を
「JP1」で一元管理
CYBER GENIUSとJP1の連携による新
たな監視システムは、業務サーバ約300台と
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していけるようになりました」
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ムダウンを未然に防ぐ効果が向上しています」
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導入も検討している。
「今後もお客さまサービスの充実を図り、
競争力を高めていくためにも、ビッグデータの
活用など先進技術に関する提案を日立には

ビッグデータの活用など
先進技術の提案でも日立に期待
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エディオングループの戦略的なIT投資と
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支えていく。
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