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アコム株式会社
障害発生時の業務影響範囲を即座に特定
アナリティクスと自動化で運用の高度化を実現
アコム株式会社（以下、アコム）は、障害発生時の影響把握の自動化を実現する
お客様情報

ため、アナリティクスを活用した監視運用分析・効率化ソリューションであるIBM
IT Operations Analytics サービス（ITOA）を採用。アラート発生時に影響を
及ぼす業務範囲を即座に把握する仕組みを整えました。これにより障害時の関
係各所への迅速な情報連携の実現や、対応に要する時間の短縮による運用品
質の向上が期待されています。

複雑化するシステム環境において
障害発生時の業務影響範囲の特定が課題に
アコムは、1936 年に開業した「丸糸呉服店」がルーツ。1978 年にアコム株式会社を設
立し、消費者金融業界のリーディング・カンパニーへと変革の歴史を積み重ね、70 年以
上の歩みを続けてきました。2004 年に株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現、
株式会社三菱 UFJフィナンシャル・グループ）の一員となり、MUFGグループと緊密な
連携を推進するとともに、消費者金融業界のリーディング・カンパニーとして、わが国の
消費者金融市場の健全な発展に貢献しています。
アコムでは、ローン事業、信用保証事業、海外金融事業を中核 3 事業と位置付けてい
ます。この中核３事業について、同社 システム統轄部 システム運用室長 池田 隆氏
は次のように説明します。

アコム株式会社
● 所在地
〒 100-8307
東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 明治安田生命ビル
http://www.acom.co.jp/
アコムは、1936 年に開業した「丸糸呉服店」がルーツ。
1978 年にアコム株式会社を設立し、消費者金融業界の
リーディング・カンパニーへと変革の歴史を積み重ね、70 年
以上の歩みを続けてきました。2004 年に株式会社三菱
東京フィナンシャル・グループ（現、株式会社三菱 UFJ フィ
ナンシャル・グループ）の一員となり、MUFG グループと
緊密な連携を推進するとともに、消費者金融業界のリー
ディング・カンパニーとして、わが国の消費者金融市場の
健全な発展に貢献しています。

「ローン事業では、お客様の信用を担保に、主に個人を対象に小額、無担保の融資事
業を行っています。信用保証事業は、提携金融機関が販売するローンの信用保証業
務とその周辺業務を受託し、ローン商品の受付・審査をはじめ、販売促進支援から債
権管理に至るまで、提携金融機関のニーズに応じたオーダーメイドの保証スキームを提
供しています。そして海外金融事業は、タイ王国とインドネシア共和国における事業展
開を主軸としています」
こうした事業は ITシステムによって支えられていますが、ローン事業と信用保証事業の
システムについては、日本アイ ･ビー ･ エム株式会社（以下、日本 IBM）の戦略的アウト
ソーシングを中心に複数社のアウトソーサーを活用し、国内のコンピューター・センターに
てアコムが運用しています。
現状のアコムにおいては、障害が発生した場合、アラート情報が各ベンダーの運用現
場からアコムのシステム運用室に報告されます。その後、システム運用室ではホワイト
ボードにシステム構成を書き出し、障害個所を明確化します。並行して停止している可
能性のある業務を洗い出し、その業務の現場に問い合わせて実際の影響の有無を確
認します。こうした作業は場合によっては数時間を要することもあります。
これらのシステムの重要性について同社 システム統轄部 システム運用室 センター運
用チーム チームリーダー 堀江 健二氏は語ります。
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「そのような環境下において、アコムの事業領域である個人向け無担保ローンは、すで

事例概要

に社会インフラの一部となっており、また、信用保証事業は、提携金融機関業務の一部
を担っていますので、システム停止などのトラブルが発生すると影響は広範囲にわたり、

【課題】

深刻な事態となります。そのため、
ＩＴシステムの障害を完全に防止することは不可能で

● ハードウェアの障害が発生した場合の影響範囲の把握

すが、障害発生時にいかに速やかに発生個所と業務影響を特定することができるかが

に手間と時間を要していた

●シ
 ステム構成と業務との関連性が把握できていなかった

非常に重要となります」
さらに堀江氏は続けます。

【ソリューション】

「アコムが委託する複数社のアウトソーサーでは、各社がツールを用いて必要な監視を

● IT

Operations Analytics サービス（ITOA）により、
障害発生情報、関連システムのシーケンス図、影響を
及ぼす業務範囲を自動表示する仕組みを構築

行っています。ただし、それぞれのアラート情報は各社で閉じられたものとなっており、ア
コムのシステム運用室が各社からの連絡を基に業務影響を類推する形態であるため、

【メリット】

対応のスピードにはおのずと限界がありました。社会に信頼されるリーディング・カンパ

● 障害状況を即座に把握することで、迅速な障害対応を

ニーを目指す、という自社ビジョンをシステムにおいても実現していくために、この課題を

実現

解決するための検討を開始しました」

●シ
 ステム復旧時間の短縮による運用品質の向上

アラート情報と同時に、影響のある業務一覧と
システムの関連性を自動表示するツールを構築
最初にアコムが着手した取り組みは、システム構成と業務との関連性を一覧にまとめた
資料を作成することでした。
「システム構成と業務の関連性を一目で把握するための資料が必要という議論を続
けていましたが、信用保証事業の新システム導入をきっかけとして、2014 年に障害
時の迅速な業務影響範囲の特定と運用品質の向上を目的とした CIA（Connection
Identifier for ACOM）タスクを立ち上げました。まず始めに信用保証事業のシステム
領域の整理を開始しました。横軸に業務、縦軸にシステムという表を作成し、その業務
に該当するシステムに丸印を付けるという地道な作業です。CIA マトリックスと名付けた
この表を基に、各業務処理においてどのシステムをどういう順番で通過するかを表す
シーケンス図も作成し、
一目でシステムの関連性を把握できるようにしました」
（堀江氏）。
これらCIA マトリックスやシーケンス図は当初スプレッドシートやプレゼンテーション・ツー
ルにまとめ、パソコンで閲覧できるように整備されました。
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“ 障害を早期に発見し、迅速に対応する
ことはお客様の満足度向上や提携先の
銀行などからの信頼を獲得することにつ
ながります。”

「信用保証事業に続いてローン事業のシステムについても一覧化を進めましたが、
ファ
イル量が増えるに従い、必要な資料を探し出して閲覧することに時間を要して、必要
な時にこれらが使われないこともしばしば発生していました。そこで、障害のアラート情
報を受けた際に、
自動的に関連するシステムや業務が表示されるマネジメント向けダッ
シュボードのような仕組みがあると便利だと考え、CIAツールの検討に至りました」
（堀
江氏）。
この CIAツールの実現に向けて複数の IT ベンダーに打診したところ、日本 IBM が提
案したアナリティクスを活用した監視運用分析・効率化ソリューションであるIBM IT
Operations Analytics サービス（以下、ITOA）の採用を決めました。
「CIAツールの検討を始めたときは、かなりの費用と構築期間が必要になるのではな
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いかと危惧していました。実際のところ、各社の提案は膨大なコストと開発期間を要す
る、いわゆる手組みのものでしたが、日本 IBM が提案した ITOA は、IBM Netcool
Operations Insight（以下、Netcool Operations Insight）を活用することで低コスト

氏

かつ短期間での構築が可能だということが分かりました」（堀江氏）。

“ システム運用室で障害の影響範囲を調
べる手間と時間が短縮されることで、業務
の現場に対してタイムリーに障害を報告
できるようになります。”

ITOA は、ITを運用する過程で発生する膨大なデータから必要な情報を取り出し
て可視化することで、運用の効率化や高度化を実現するサービスです。Netcool
Operations Insight は、問題の検出から解決に至るまでの運用管理ライフサイクルの
短縮を可能にする製品で、リアルタイム分析やヒストリカル分析を駆使することにより、早
期の問題識別・解決を実現します。
「日本 IBM から提案を受けた当初は半信半疑でしたが、その後のデモンストレーショ
ンで詳しい説明を受けたところ、やりたいことが実現できると期待が膨らみました。今後
の拡張としてアナリティクスを活用したアラートの自動判別ができる機能を備えていること
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も、大きなポイントでした」（堀江氏）。

障害状況の即時把握により、タイムリーな報告と
迅速な対応を実現
システムの構築作業は 2016 年 4月から開始され、日本 IBM がアウトソーシングを通じて
運用を担うシステムについては、2016 年 10月までに完了する予定です。
「今回のプロジェクトは、開発部門を含めたシステム統轄部全体で取り組んだからこそ
短期間で進めることができました。システム運用室だけで取り組んでいたら実現できな
かったと思います」（池田氏）。
ダッシュボードの表示をアラート一覧、影響業務一覧、シーケンス図に絞り込んだことも
構築の短期化につながっています。
「まずは本当に必要な機能に限定した画面構成を考えました。さまざまな機能を盛り込
み過ぎると逆に使いにくいものになってしまいますので、最初はシンプルな構成として、後
で必要があれば追加することを想定しています」（池田氏）。
CIAツールの導入によってさまざまな効果が期待されています。
「システム運用室で障害の影響範囲を調べる手間と時間が大幅に短縮されることで、
業務の現場に対してタイムリーに障害を報告できることを一番期待しています。アラート
が発生した際は、ベンダーが弊社に電話連絡を行うフローとなっていますが、従来はベ
ンダーがアラートに気付いた後、連絡を行う必要があるかどうかの判断をするまでに時
間を要し、連絡が遅れがちでした。今後はアラートを自動判別して必要なものは即座に
把握することができるようになるので、その点でも迅速な対応が可能になります。従来は
復旧までに3 時間から4 時間程度要していた障害であれば、2 時間程度に短縮される
のではないかと期待しています」（堀江氏）。

マルチベンダー環境全体への CIA ツール適用と
アナリティクスの活用でより高い成果を目指す
現在の構築作業が完了した後は、日本 IBM 以外のベンダーが管理するシステムにつ
いても着手していく予定になっています。
「すべてのシステムについてCIAツール化を図っていく予定ですが、複数のベンダーが
管理するシステム間で同期を図っていく必要があるので、複雑な作業になることが予想
されます。日本 IBM のサポートの下、
着実に進めていきたいと思っています」
（堀江氏）。
さらにCIAツールの機能追加の構想も膨らませています。
「現在シーケンス図が表示される仕様になっていますが、そこに表示されるアイコンをク
リックすると製品名、バージョン情報、更改時期などの詳細情報を参照可能にできたら
よいと考えています。構成管理の情報と連携することで、CIAツールから製品の管理を
行うことができるようになれば、さらに有用なツールになります。さらにはアナリティクスを活
用したアラートの自動判別で、表示の絞り込みの精度を向上させていければ、より素晴
らしいですね」（堀江氏）。
障害対応の高度化は、ビジネス成長への貢献にもつながると池田氏は言います。
「障害を早期に発見し、迅速に対応することはお客様の満足度向上や提携先の銀行
などからの信頼を獲得することにつながります。今回のような斬新なチャレンジを、一つ
一つ着実に積み重ねていきたいと思います」
アコムは、今後もさらなる社会貢献を果たしていくために、さまざまなテクノロジーを活用
した魅力的なサービス提供を続けていく方針です。

ITOA についての詳細情報は下記の Web サイトでご覧ください。
http://ibm.biz/itoapage
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