システムに関わるデータを統合し、
さまざまな観点で分析・活用できるようにしたい

JP1/Integrated Management 2
JP1/Integrated Management 2は、システムで発生する事象（イベント）や
システムに関わるさまざまなデータについて、その関連性を統合管理し、
利用者に応じた情報の提供・活用を支援する製品です。
■システムに関わるデータの活用

■システムに関わるデータの蓄積と関連付け
システムの構成情報、アラート情報、業務の実行状況やアプリケー

立場や役割が異なる利用者が、情報のありかや入手のインタフェース、

ションの稼働状況、KPIやコストなどのビジネス判断に必要な任意

データの構成や関連性を意識することなく、必要な情報を容易に確認

の情報を収集し、エンジニアが持っている知識や知見といったナ

できます。事象が発生した際には、蓄積した運用ルールやナレッジに

レッジをもとにして、収集したデータの関連付けができます。知識

基づいて提示される提案を選択・実行することで、確実な対応が可能

や知見などのナレッジで情報と情報を関連付けて可視化・蓄積でき

です。これらによって、発生した事象への的確な運用判断をしたり、

るため、特定の人に依存しないシステム運用を可能にします。

対策優先度をビジネスやサービスの視点で判断したり、対策にあたる
さまざまな役割の関係者が状況把握や情報共有を迅速に行えるなど、

JP1/Integrated Management 2 によるインテリジェントなIT運用

システム全体のインテリジェントな統合運用を実現します。

運用ルールに
基づく提案

統合オペレーション・ビューアー

（提案表示画面）

（システム稼働状況サマリ監視表示画面）

対処

運用ルールを活用
運用ルール

エンジニアのナレッジ

データの共有

経営者

!

エンジニアの
ナレッジで関連付け

オープンデータ

構成情報

インテリジェント統合管理基盤
システムに関わる
多種多様なデータの収集
イベント情報

稼働情報

保守担当者

利用者の目的に応じた
データの活用

ジョブネット情報

・・・

・・・
障害発生

仮想環境

仮想環境

インターネット
クラウド

クラウド
業務システムB

業務システムA

1

業務システムC

・・・
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システム全体の可視化
システムの構成要素に関する情報を自動で取得し、各要素のス

システムの構成要素のステータスを表示する
サンバースト形式でステータス全体を俯瞰（ふかん）

テータスとそのステータスの変更要因になったイベントを1つの画
面で集約して表示します。それぞれの要素のステータスは色で識

統合オペレーション・ビューアー

別できるため、システム全体の健全性をひと目で把握できます。
サンバースト形式の表示では、監視対象システムの構成要素のス
テータス全体を俯瞰（ふかん）でき、ステータスが緊急や警戒と
なっている箇所とその詳細も容易に確認できます。
また、システムの構成要素を階層構成で表示できるツリー形式に
表示を切り替えることで、システムを構成するホストや、ホスト
内で稼働している業務（ジョブ）などの関係性も含めて各要素ご
とのステータスを把握できます。
さらに、サンバースト形式またはツリー形式で確認したい構
成要素を選択すると、関連するイベントだけを絞り込んで表

ツリー形式に表示を切り替えて、
構成要素ごとのステータスを確認

障害箇所の
詳細表示

示できるので、重要なイベントの見逃しも防止できます。
選択された対象のイベントだけを表示

自動で
取得

システムの構成要素を構造化して管理
システムA
ホスト

影響範囲を
色で表示

ジョブ

ジョブ
アプリケーション

アプリ
ケーション

OSリソース

ホスト
OSリソース

・・・
システム

システムに関わるさまざまな情報を活用した素早いインパクト分析
業務システム管理者が持つ業務同士の関係性やインフラ管理者が
持つサーバとアプリケーションの関係性など、エンジニアの持っ

障害が発生した物理サーバ

ている知識や知見といったナレッジをもとにして、収集したデー

影響を受ける業務

タや情報との関連付け（定義）を行い、可視化・蓄積できます。
これによって、インフラ障害時の原因の一次切り分けや基幹業務
への影響確認など、管理者や担当のエンジニアといった特定の人
に依存することなく確認できるようになります。たとえば、蓄積
したナレッジを活用することで、物理サーバAで発生した障害の影
響範囲が、業務Aだけではなく業務Bと業務Cにも及ぶといったこ
とを関係者間で容易に共有可能。クラウドサービス、オンプレミ

統合オペレーション・ビューアー

スが混在する環境で、それぞれに監視ツールを利用して運用して
いる場合でも、問題発生時の影響範囲を迅速に把握できます。
業務A

業務B

業務A

業務C

業務B

業務A

業務システム管理者のナレッジ

物理サーバAの障害が
業務Cにも影響

業務A

仮想マシン
A

業務x

業務B

仮想マシン
B

業務C

・
・
・

業務B

業務C
仮想マシン
A

ナレッジをもとに関連付け

業務システムが連携する処理の
影響範囲がわかる

システム管理者のナレッジ
仮想マシン
B
物理サーバ
X

物理サーバ
A

インテリジェント統合管理基盤

2

仮想マシン
x

物理サーバ
A

仮想マシン
A

物理サーバ
A

仮想マシン
B

・
・
・

インフラ管理者のナレッジ
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プロアクティブな障害回避
業務の運用停止につながる障害を未然に回避できるように、業務

統合オペレーション・ビューアー（トレンド情報画面）

を実行する環境の稼働状況の変化を検知できます。ディスクの空
き容量の不足やCPU使用率の上昇、ネットワークの性能低下、メ
モリー使用量の増加など、関連するインフラから収集したリソー

業務(ジョブ)の実行数

ス状況と業務の実行状況をあわせて確認することが可能です。こ
れによって、障害が発生する前の要因の切り分けが可能になり、
実行する業務の切り替えや実行環境の変更など、事前対策を迅速
かつ効率的に行えます。

CPUの使用率

JP1/Automatic Job Management System 3
ダッシュボード画面

業務の実行性能の低下

業務の
実行状況を
確認

メモリーの空き容量

実行性能の低下に関わる
インフラのさまざまな要因

ディスク空き容量 CPUの使用率
の不足
の上昇

イベント発生時を示す補助線

ネットワーク メモリー使用量
の性能低下
の増加

インフラから収集した
リソースの状況と
業務の実行状況を
あわせて確認
稼働状況を監視中
（JP1/Performance Management や
JP1/Operations Analytics など）

運用提案の活用による迅速・確実な対処の実行
事象が発生した際のリアルタイムのシステム状況に応じて、蓄積
した運用ルールやナレッジに基づく最適な対処案を提示できます。
これにより、システムの保守担当者は、提示される提案から選
択・実行することで、迅速かつ確実な対処ができます。さらに、
IT運用最適化サービス AI for IT Operations*との連携により、運用

今回の障害に類似する
イベントの対処記録が
あります…

実績を学習したAIによる提案を利用した対処も可能になります。
提案を要求

連携
IT運用最適化サービス

運用ルールに基づく提案

対処

運用実績を学習したAIによる提案

AI for IT Operations*

システムの保守担当者
＊ IT運用最適化サービス AI for IT Operationsは、日本でのみ販売しているサービスです。

システム全体が問題なく動作しているかどうかを集中的に監視するイベント管理
システムで発生したログの集中監視

通知の自動化（自動アクション）

システム全体が問題なく動作しているかどうか、Windowsのイベントログや

イベントの受信を契機に、通知やログ採取などのアクションを自動実行でき

Linux、UNIXのsyslog、任意のアプリケーションのログを1つの画面で監視

ます。たとえば、必要な通知を関係者に一斉に送信することも可能です。

できます。ホスト名・重要度などの条件でのフィルタリングによって目的に応じ

さらに、自動アクションの状態や結果をGUIで確認して、再実行やキャンセ

た必要なイベントだけを表示できるので、重要イベントの見逃しを防止し、

ルをしたり、特定のアクションだけ一時的に実行を抑止することもできます。

効率よく監視業務を行えます。

大量イベント発生時の効率的な監視

迅速な初動対応への誘導

大量のイベント（イベントストーム）が発生しても、イベントが集約表示され

障害発生時、あらかじめガイドに登録した調査の依頼先（担当者、連絡

るため、重要なイベントの見逃しを防止できます。また、イベントの集約に

先など）や対応内容などを表示することにより、迅速・適切な初動対応を

よってメール通知などの自動アクションが何度も実行されないように抑止する

可能にします。ガイドを活用することで、調査の依頼先を確認する手間や

ことや、管理対象から統合管理マネージャーへのイベントの転送自体を抑

時間を削減でき、作業者による障害対応のばらつきを防止できます。また、

止することもでき、イベントストーム発生時の監視運用全体への影響を最

ガイドの内容は運用を止めずに追加・変更できるので、障害対応のノウハウ

小限に抑えられます。

を容易に記録でき、継続的な運用改善へとつなげられます。
※

3

従来のJP1/Integrated Management - Managerの機能を同梱しています。
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JP1製品と連携したインテリジェントなシステム運用
JP1製品と連携することで、業務の関連性やアプリケーションの稼

のための一次切り分けを的確かつ効率よく行えます。さらに、

働状況、インフラの構成情報といったシステム運用に関わるさま

JP1/Navigation PlatformやJP1/Automatic Operationと連携するこ

ざまなデータを収集し、システムで発生するイベントと関連付け

とで、システム運用に必要な手順を可視化し、対処を自動化でき

て統合的に管理できます。JP1製品から収集したさまざまなデータ

ます。複数の業務システムがインフラを共有しても、クラウドや

とこれまでに蓄積した運用ルールやナレッジに基づく運用提案を

オンプレミス、物理や仮想などの異なる環境が混在しても、業務

活用することで、特定の人に依存しない迅速・確実な対応が可能

の実行、システムの監視、対処の提案、対処という一連の運用を

になります。これらによって、障害の影響範囲の特定や原因究明

効率的に行えます。

JP1/PFM

IT運用最適化サービス

AI for IT Operations＊

JP1製品と連携して
インテリジェントな
システム運用を実現

DBやERPなどの
稼働状況を把握

運用実績を学習した
AIによる対処提案

JP1/NP

運用手順の標準化と
自動化ツールの活用支援

JP1/NNMi・JP1/SSO

JP1/OA

ネットワーク機器の
稼働状況を把握

JP1/AJS3

仮想マシンやコンテナなどを
含む構成を把握

＊ IT運用最適化サービス AI for IT Operationsは、日本でのみ販売しているサービスです。
JP1/PFM : JP1/Performance Management
JP1/NNMi : JP1/Network Node Manager i
ERP : Enterprise Resource Planning
JP1/SSO : JP1/SNMP System Observer

業務とその後続の業務
との関連を把握

JP1/AO

ログ取得などの対処も含めた
運用作業を自動化

JP1/OA : JP1/Operations Analytics
JP1/AJS3 : JP1/Automatic Job Management System 3

JP1/NP : JP1/Navigation Platform
JP1/AO : JP1/Automatic Operation
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