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AI予算も人も少なく超多忙――

いま楽になる、すぐ成果が出る

「コロナ禍の運用管理」

～“変わりたくても変われない”現場のための「ニューノーマルな運用TIPS」 ～

開 催：2020年12月中旬
事前申込：約250名想定
来 場：約150名想定
申込締切：2020年10月23日（金）
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企画趣旨
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コロナ禍を受けて、社内外のあらゆるビジネスコミュケーションが「ITを介する形」となって久しい。リモートワークを

はじめ、ITインフラはまさしくビジネスインフラとなり、その重要性が一層増している。無論、経営環境変化は激しく、

ニーズに応える「スピード、柔軟性」は以前に増して強く求められている。こうした中、インフラを支える運用管理の世界

では、自動化の推進をはじめ、クラウドネイティブの潮流を背景に開発領域との融合が進んでいる。

だがそうした例はごく一部。組織や人は「変われ」と言われて変われるものではない。新しいことをやろうにも、仮想環

境の安定運用、障害箇所の特定、パッチ適用など、日常業務をこなさないと会社自体が回らない。ここ半年はネットワーク、

ヘルプデスク関連業務も山積していることだろう。そんな中で読まされる、各種メディアの理想論は虚しいばかり。今欲し

いのは「当社の場合、今日、何をすれば楽になるのか」という情報源だ。それが決定的に不足しているのだ。

では、コロナ禍でインフラの重要性が高まり、事業部門の要求も一段と厳しくなっている今、

予算も人もスキルも限定的なわれわれは、いったい何ができるのか。何をすれば「楽」になり、

何をすれば「変われる」のか――「コロナ禍の現実」に立ち、まずやるべきこと、

即効性のあること、しかしその場しのぎに終わらないことだけにフォーカスした

「地に足の着いた運用管理セミナー」第二弾。

2020年１月、＠ITが反省と共にお届けした第一弾の好評を基に、さらなる反省を

もってお届けします。
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2020年1月開催の運用管理セミナー来場者アンケートより
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Q. あなたが所属する部門で、現在最も重視しているアクションは何ですか？（複数回答可）

Ｎ=134 単位：人数（％）

90 (67.2%)

43 (32.1%)

51 (38.1%)

58 (43.3%)

15 (11.2%)

30 (22.4%)

44 (32.8%)

48 (35.8%)

運用プロセスの標準化・効率化・自動化

ビジネス部門への企画・提案や利益貢献

コスト削減

運用業務量の軽減

サポートセンターとしての対応力向上

クラウド導入・移行

AI、IoTなど新たなテクノロジーの導入・情報収集

技術者の育成
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2020年1月開催の運用管理セミナー来場者アンケートより
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Q. 運用管理上の課題を、いくつでもお選びください。（複数回答可）

Ｎ=126 単位：人数（％）

92 (73.0%)

11 (8.7%)

30 (23.8%)

33 (26.2%)

48 (38.1%)

41 (32.5%)

10 (7.9%)

14 (11.1%)

19 (15.1%)

27 (21.4%)

79 (62.7%)

19 (15.1%)

3 (2.4%)

属人的な運用

インフラのパフォーマンスチューニング

インフラ提供のスピード

障害発生時に原因、影響範囲がわからない

障害発生時の対応に時間を要する

障害への予防対策

運用管理ツールの利用にトレーニングが必要

運用管理ツールのライセンス／サポートコストが高額

デバイスの多様化による対応が困難

クラウドや仮想化対応で管理が煩雑

人材不足、スキル不足

セキュリティ対策が不十分

その他
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Live Webセミナー 全体図

通常イベントと同様にITmedia運営のWebサイトやメールで集客を行い、読者を申し込みページへ誘導。
申込者に対してオンラインイベントを案内します。ご参画各社様には、セッションや資料ダウンロードの他、
オンラインイベントならではの詳細なレポートをご用意します。

集客 申込
Live Web
セミナー

イベント
レポート



Copyright © ITmedia Inc. 6

開催概要

名称 予算も人も少なく超多忙―― いま楽になる、すぐ成果が出る「コロナ禍の運用管理」
～“変わりたくても変われない”現場のための「ニューノーマルな運用TIPS」 ～

形態 集合型 Live Webセミナー（オンラインイベント）

開催日時 2020年12月中旬

事前申込数 約250名想定

視聴者参加費 無料

主催 アイティメディア株式会社 ＠IT編集部

想定視聴者 経営者、経営企画の方、社内情報システムの運用・方針策定をする立場の方、
企業情報システム部門の企画担当者、運用管理者、SIerなど

告知／集客 ＠ITなど当社IT関連媒体

オンラインイベント トップ画面イメージ
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基調／特別講演案
※各講師のご登壇をお約束するものではございません。また、演題は仮のものとなり、変更の可能性がございます。

運用設計ラボ シニアアーキテクト

波田野 裕一 氏

リクルートテクノロジーズ ITソリューション統括部
サイトリライアビリティエンジニアリング部

河村 聖悟 氏

システム障害はなぜ起こるのか? を起点に運用設計の在り方に疑問を抱き、2009年夏より有志と共
同で運用研究を開始。2013年に独立して、運用設計ラボ合同会社を設立。セキュアな運用を実現す
るための運用改善支援、ドキュメンテーション支援および関連教育を行なっている。日本MSP協会特
別会員（MSPビジネス情報ワーキンググループ共同チェア）、日本UNIXユーザ会幹事、Internet 
Weekプログラム委員、Internet Conference実行委員。AWSのユーザーコミュニティ「JAWS-
UG」のCLI専門支部/IoT専門支部/アーキテクチャ専門支部/六本木一丁目支部/AI支部を運営。

＠IT SREセミナー登壇実績あり。Web系とはいえ老舗に属するリクルートの多数のミッションクリ
ティカルシステムを支えるインフラ運用をリード。「リクルート流SRE インフラ運用がサービスを
変える世界」と題した＠ITセミナーでの講演は、「SRE」というキーワードこそ立てているもの
の、その骨子は「人的リソースが限定的な中、いかに運用を自動化・効率化し、ビジネスに寄与す
るか」というもの。多数の企業と共通の課題を持ちながら、「可視化」を前提に各種取り組みを実
施。成功体験をノウハウ化している。
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Live Webセミナー 画面イメージ

セッション一覧

イベント概要

ゲスト紹介

スポンサーロゴ

クリックで講演／
セッション画面へ
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Live Webセミナー セッション画面イメージ

投影資料／講演動画

資料ダウンロードなど

常時表示の
アンケート

配信のみならず、アンケートや視聴者からの質問に応えるQ＆A機能、資料ダウンロードなどの機能をご用意
（一部機能はオプションとなります）

Q&A

※デザイン、および各パーツ位置など、セッション内容により異なりますのでご了承ください

セッション情報

講演者情報
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Live Webセミナー プログラムイメージ

LIVE配信当日 LIVE終了後2週間～1カ月

基調講演（約30分） 目的：中立的な視点での全体概要の説明

全プログラムをアーカイブ配信
ベンダーリレーセッション（約50分）

目的：要点のインプット・興味喚起

各社持ち時間約10分でのライトセッション
編集部が呼び込む形で各社のソリューションをご紹介いただきます

スポンサー各社のpptスライドは、配信画面よりダウンロード提供いたします

パネルディスカッション（約40分）

「私が見たコロナ禍の運用管理」（仮題）

目的：共感・理解促進

各社の導入事例、サポート対応など、製品機能以外の紹介を編集部がモデレートしな
がら、パネルディスカッション形式でご紹介いただき、視聴者への理解を深めます

※協賛社数によってタイムテーブルの変更もございますので、予めご了承ください
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スポンサープラン
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メニュー
セッションプラン

（4社限定）
リストプラン

セッション登壇
セミナー内のスポンサーリレーセッション内にて10分ほど、その後のパネルディスカッション（約40分）へのご登壇

○ ー

スポンサーアンケート（各社共通実施）
講演時間中に表示するアンケートは個別ではなく共通となりますが、事前に設定項目をご確認いただきます。

○ ー

全申込者／視聴者データのご提供および、参加セッションのレポートサイトのご提供
セミナー全体の申込者／視聴者の「会社名」「部署名」「役職」「電話番号」「メールアドレス」など、名刺情報をリスト提供する他
自社セッションのみのレポートサイトもご提供します。

全申込者
約250件想定

全申込者
約250件想定

事前アンケート結果
申込時に立場や選定状況等を尋ねます。これらの回答内容を付随したデータを後日納品します 。
見込み客の選別やアポイントを取るときの事前情報としてお役立てください。（設問は弊社設定）

○ 〇

スポンサーロゴ掲載
セミナー告知ページにロゴを掲示（社名／貴社サイトへのリンク）します。

○ 〇

資料配付
セミナー参加者にカタログなど3点までダウンロード提供が可能です。

○ ー

来場アンケート結果・開催報告書
来場者アンケートの集計結果を後日ご提供します。（個人情報は含みません）

○ 〇

￥1,800,000-
（消費税別）

￥1,200,000-
（消費税別）

※協賛のお申し込みが締切日以降となった場合、各プランとも上記の申込者／来場者データ数に達しない可能性がありますので、
ご了承ください。
※セッションスポンサーが3社に満たない場合、開催は見合わせとなりますので、事前のご了承、およびお申し込み締切にご協力
いただけますようお願いいたします。

お申し込み締切：2020年10月23日（金）

■オプション① PR記事（＠IT Special）
上記セッション付きプランにご協賛いただきました場合に限り、タイアップ記事（貴社セッションをフォーカスしたイベントレポート記事も可）を特別価格で提供いたします。

￥1,000,000-
（消費税別）

■オプション② セッション動画納品
上記セッション付きプランにご協賛いただきました場合に限り、セッション動画のmp4ファイルを特別価格で提供いたします。（編集不可）

￥50,000-
（消費税別）
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オンラインイベントならではの強力なレポート機能

セッションへの登録状況や視聴有無、視聴時間、流入経路、アンケート結果などを、視認性の高いダッシュボードで

リアルタイムにご確認いただけます

オンラインレポート掲載項目
• 登録者/視聴者情報（登録項目、登録日時、登録経路、OS、ブラウザ など）
• ライブ／オンデマンドの登録人数の推移
• ライブ／オンデマンドの視聴人数、平均視聴時間
• ライブの最大同時視聴数、視聴人数の推移
• Q&A、資料ダウンロードなどの行動履歴
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Live Webセミナー ご留意事項

配布資料について
本セミナーでは配布資料としてカタログなどを3点まで、ダウンロードもしくは外部リンクにて配布することが可能です。
・資料形式：PDF、リンクURL

キャンセル料につきまして

お申し込み（メール受領）後のキャンセルは下記のキャンセル料が発生いたします。予めご了承下さい。

・開催日41日前まで ：50％

・開催日40日以内 ：100％

消費税につきまして

消費税は別途申し受けます。

オンラインでのセミナー配信リスクにつきまして
ライブ配信は常にリスクが伴います。以下にリスクを明示するとともに、当社の対策を記載いたしますので予めご了承のほどよろしくお願いいたします。

●リスク1：インターネット回線およびインターネットサービスプロバイダーにおける障害
映像・音声ともに落ちてしまう可能性があります。直ちにバックアップPCおよびバックアップ回線での配信に切り替えます。

●リスク２：ライブストリーミングプラットフォーム（ON24）における障害
映像・音声ともに落ちてしまう可能性があります。ON24は障害対策として常にバックアップ配信ができるようにシステムを冗長化していますが、
万が一配信プラットフォームが落ちた場合は視聴者にメールにて配信停止のお詫びを送付し、後日オンデマンド版を案内いたします。

●リスク３：電源障害
映像・音声ともに落ちてしまう可能性があります。バックアップPCから配信停止のお詫びをアナウンスし、後日オンデマンド版をご案内いたします。

●リスク４：機材障害
映像・音声ともに落ちてしまう可能性があります。直ちにバックアップPCおよびバックアップ回線での配信に切り替えます。

●リスク５：視聴側における障害
総視聴数に対する単独（10％以下）の視聴不良はそれぞれの環境に起因する可能性が高いので、問い合わせに対して個別対応いたします。
10件単位で同様の症状がみられる（現場でご報告いただいた）場合は、配信停止のお詫びをアナウンスし、後日オンデマンド版をご案内いたします。
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個人情報データの取り扱いについて
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本イベントの個人情報または個人情報を含むデータの提供に際し、以下の点をご確認下さい。

1. （データ授受手続き）

提供する個人情報または個人情報を含むデータ（以下「個人データ」という）を受け渡しの際は「個人情報受領書」に署名をいただきます。

2. （利用目的の制限）

個人データは当該イベントに関連した貴社製品／サービスの情報提供に限定してご利用下さい。

本利用目的以外で当該個人データを利用される場合は、貴社の責任において、個人情報の情報主体に対し新たな利用目的を事前通知し同意を得ることをお願
い申し上げます。

3. （問合せ先、個人情報変更／削除方法の明示）

個人データを元に情報提供する際は、必ず「貴社内の連絡先」「個人データ収集元となったイベント名」および「個人データの変更、削除、情報提供の停止
方法」を明示してください。

4. （管理責任者）

個人データについては管理の責任者を定めご利用下さい。

5. （安全保管）

個人データの記録媒体を紛失・流出等から保護するように安全管理をお願いいたします。

6. （再提供）

本個人データの再提供は原則として行わないで下さい。再提供が必要な場合は事前に情報主体の承諾を得た上でご利用下さい。

7. （委託）

貴社で、個人データを業務委託する際には委託先の監督をお願いいたします。

8. （苦情の解決）

貴社による利用により、情報主体から苦情が寄せられた場合、その解決は貴社側で解決いただきますようお願い申し上げます。

また、弊社に苦情が寄せられた場合、貴社にその解決をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

9. （損害の賠償）

貴社による利用が情報主体の権利を侵害したという理由で、貴社が情報主体から損害賠償を請求された場合、弊社での責任は負いかねます。あらかじめご了
承下さい。
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