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候性製品製造や高密度回路実装などのコ
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技術を組み合わせ、現在は「ワイヤーハ
ーネス」
「車載電装品」
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の3つを柱に事業を展開している。また
パワーエレクトロニクスやマイクロデバ
イステクノロジーなど、環境をはじめと
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採用することになりました」
（鈴木氏）
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決め手となった。
とくに機能性の高さと並び、クラウドラ
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ントとなったようだ。
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サイトが無事に立ち上がった。
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のような自社内のオンプレミス環境で運用

同期状態の確認などの作業を実施している。

するのは、BCPの観点からも適切ではない

しかし限られた人員で多くのシステム業務

と考えました。その一方、クラウドサービ

に対応せねばならず、出張などで本社を不

スでは運用環境に対する自由度があまりな

在にすることも増えていることから、2019

く、クラウドベンダーの裁量にすべて任せ

年8月に、Maxava HAに関するサポート契

ることになるので、ベンダーロックインと

約をFBIと締結。日々の運用管理も委託す

いう観点では不安が残ります。そこでオン

ることになった。2020年には、非常時を

プレミスのように自社の裁量に応じた運用

想定した切り替え訓練なども、FBIの協力

が可能で、かつクラウドのように運用効率

を得て実施する計画である。

性の高い環境の実現を模索しました」
（小林
氏）
全国数カ所のデータセンターに足を運び、
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同社は中国、ベトナム、インドに生産拠
点を展開するなど、グローバル体制を拡大
している。2025年をゴールとする中長期

約1年をかけて慎重に検討を続けた結果、

経営計画も進行中で、国内外の拠点を見据

関西地方のデータセンターに災対サイトを

えたグローバルな生産・供給体制の最適化

置くことを決定した。同社専用のPower

は大きな課題である。

SystemsとIBM iを設置し、データセンタ

その計画に沿って、海外拠点からもIBM i

ーでオンプレミス運用を行うが、利用料金

上の生産管理システムを利用可能にするべ

は月額制で、Maxava HAもクラウドライ

く準備を進めている。時差のあるアジア各

センスとして月額料金を支払う。

地の生産工場で利用するとなると、24時間

Maxava HAの導入・設定、チューニン

365日の可用性に対する要件は一層厳し

グなどの作業については、Maxavaのパー

くなり、基幹システムの重要性はますます

トナーである福岡情報ビジネスセンター

高まってくる。

（以下、FBI）が担当した。
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グローバルな生産・供給体制に向け
基幹システムの可用性を向上

オンプレミスとクラウドサービス双方の

「バックアップ機の運用についてもIIJのク

利点をうまく取り入れて実現した同社の

ラウドサービスを利用し、本番機のあるエ

BCP強化策は、今後のグローバル体制を支

リアとは別のセンターに災対サイトを設置

える強力な基盤となるだろう。
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