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“ライセンスの使用状

況を追跡することは、

私たちにとって課題で

した。また、過去の使

用状況の両方をグ

ローバルおよびローカ

ルで監視できることは

便利です！“

1991年にオーストラリアのブリスベンで小さなエンジニアチームによって設立
されたAusencoは、14か国に26の拠点を持ち、世界 80か所以上でプロジェク
トを展開するグローバルな組織に成長しました。  Ausencoは、その深い技術
的専門知識と30年の実績を合わせて、革新的で付加価値のあるコンサルティ
ングスタディ、プロジェクトデリバリー、資産運用、および保守ソリューションを
鉱業および金属、石油およびガス、産業分野に提供しています。  このような多
様なポートフォリオには、熟練したチームだけでなく、選択した設計およびエン
ジニアリングツールに対するずば抜けた能力も必要です。

は当社に大きく貢献することに役立ちました
過去数年間で簡単に言えば を節約させました。

Haydn England氏、

エンジニアリング  システム

ズ デザイン  アドミニスト

レーター
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チャレンジ

例外もあるでしょうが、「監視できないと管理できない」というのがライセンス管理

です。これから説明しますが、正確でタイムリーなデータを測定して処理できるこ

とで、驚くべき結果を得ることができます。

今日のチャットはHaydn England氏と行われました。  Haydn氏は、Ausencoの
エンジニアリングシステムの設計管理者です。  カナダのバンクーバーに位置す

るオフィスでOpenLMを頻繁に利用するユーザーとして Hayden氏の立場と役割

は、企業と有能なユーザーの両方の観点から重要なフィードバックを提供する

のに最適な立場にあることを意味します 。 組織のシステム管理者とチャットす

る機会はめったにないので、この機会は刺激的であり、是非機会があればお願

いしたいと考えていました。

確かに、最良のスタートではありませんでしたが、それは 2つのことを提示し
ました。つまり、このインタビューは本物あり、現場の生の声の両方になるだ
ろうということです！

“AusencoのOpenLMへの移行はどうでしたか？ ”
“わかりませんでした ”と彼は答えました。

“いいえ…私がここを始めた時の 8年前、AusencoはすでにOpenLMを実装

し、使用していました。  そして使用はかなり長い間になりました … ”

静かな安堵を伴った彼の最初の答えは、完全に理にかなっているだけでな
く、自信を表す合図でもありました。  Ausencoの評判を持つ企業が、このよ
うな競争の激しい市場でその長寿を確認する場合、多くを語ることになりま
す。



これは、また Haydn氏自身が OpenLM実装のためにAusencoの決定に

関与しなかったことを確認しました。 個人的な利害関係がまったくないの

で、これは非常に価値があります。
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意思決定プロセスへの意見の提供なし

“…便利、直観的、使い

やすさ”

すべての人を喜ばすことはできません

“私はエンジニアリングアプリケーション、ツール、およびソフトウェアをサポート

および設定します。 Autodesk、SAP、およびその他のほとんどのアプリケーショ

ンを含みます。  人々にエラーなど問題があり、物事が期待どおりに機能しない

場合に、彼らは私に来ます …“

ソフトウェアプロバイダーにとっての大きな問題は、ソフトウェアを使いやす

く直感的にすることです。 利用できる学習スタイルの量とその範囲は、これ

を困難にします。 簡単に言えば、すべての人を喜ばせることは不可能で

す。 社内的には、ユーザーが企業ののサポートに助けを求めるとき、ユー

ザーは解決を期待します。 残念ながら、サポートは制限されていることが

多く、クエリが範囲外の場合、唯一の手段はソフトウェアプロバイダーに相

談して品質をテストすることです。

「私はインターフェース、レポート、ユーザーの追跡が好みです …私は

ドキュメンテーションが好みです。  すべてのOpenLMドキュメントは非常によくド

キュメント化されています。

たとえば、アップグレードされたサーバーをいくつか追加 /切り替えたり、交換さ

れ、そのプロセスは非常にスムーズになりました。」

“I like the interface, the reports, and the user tracking… I like the
documentation. All OpenLM documentation is very well documented. 
For example, I’ve added/switched several servers that we’ve upgraded or
replaced, and the process has been pretty smooth.”

もう1つの自信をもって歓迎する理由を、OpenLMでの彼の経験を踏まえ

てわずか3つの言葉で即座に要約するようにHaydn氏に頼みました：

「…便利、直観的、使いやすさ。」

Haydn England氏、エン

ジニアリング  システムズ  
デザイン  アドミニストレー

ター
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グロールサポート、トラッキング、そして監視がキー
です。

England 氏は続けて、彼のチームは地域/全国的なサポートだけでなく、世

界中で提供していると語りました。 彼の役割の重要な部分の1つは、ライセ

ンスの追跡と監視、およびその複雑さです。例えば、リマにあるペルーのオ

フィスが4ライセンス（低ピーク時）と63ライセンス（高ピーク時）の使用の間

で変動していることを考えると、これがどれほど困難なタスクであるかを示

しています。 確かに、国レベルでライセンスを管理することはかなり困難か

もしれませんが、これを世界規模に引き上げることはまったく別の問題で

す。 OpenLMのレポートは、次の点で非常に役立ちました。

「まずこれらのレポートを使用して、ライセンスアカウントを削減できるかどうか

を確認します。これが最初の優先事項です。  ただし、余禄として、使用可能な

ライセンスの数だけでなく、誰がそれらを使用しているかを確認することもでき

ます。」

当然のことながら、情報の正確さの重要性は軽視できません。 しかし、ス

ピードと使いやすさを組み合わせると、それ以外にも隠された機会を得るこ

とができます。 Haydn氏は私たちに次のように伝えました：

「私は間違いなくOpenLMから多くのレポートを引き出します。」 3,000ドル
のソフトウェアライセンスを管理する場合、このような精度が重要です。

複雑で時間のかかるもの、あるいは難しいものは
必要ありません
地理的に離れた企業におけるライセンスの管理は、複雑で時間がかかり、困難

です。 しかし、そのような大規模な変動が発生する場合、それは不必要に厳密

になる可能性があります。  OpenLMの追跡により、これが円滑にになります：

「過去の追跡情報は優れています。デナイアルを確認できるため、使用状況

（アクティブ /ライブ）は非常に有益です。」

このようなレポートは、計画や予算編成など、複数の目的に使用できます。

「…レポートとクエリデータを作成し、来年の予算を計画するために過去 6か月

間または過去1年間のライセンスの使用状況に関する情報を取得します。」



ケーススタディ

OpenLMに
お問い合わせ

www.openlm.com
sales@openlm.com
050-5893-6263

2つの視点

会社の観点から、これはAusencoにとって素晴らしいニュースでした：

「まずこれらのレポートを使用して、ライセンスアカウントを削減できるかどうか

を確認します。これが最初の優先事項です。  ただし、余禄として、使用可能な

ライセンスの数だけでなく、誰がそれらを使用しているかを確認することもでき

ます。」
前にに言及したように、当初、Hyden氏自身の個人的/システム管理者の

観点からも興味を持っていました。

「2週間前、私は大きな要約されたレポートを作成する必要がありました。会社

は年に2回、過去6か月の使用の概要が必要です。

OpenLMを使用すると、データを直接 Excelに取り込むことができました。  その

後、私はエクスポートすることができます

csvに変換し、すべてのライセンス、フォーマットのグローバルレポートを作成

し、マネージャーに送信します …OpenLMなしでは手動で行うことになり、その

結果多くの履歴データだけでなく、その他の重要な詳細も失なわれます。  ま
た、それを行うために 1日か2日かかっていました。」

Two weeks ago, I had to create the big summarization type reports that
the company needs twice a year: a synopsis of the last six-month usage.
OpenLM enabled me to get the data straight into Excel. Then I could export
to csv, compose a global report of all licensing, format, and send to my 
managers… Without OpenLM — manually — I’d not only lose a lot of 
historic data but also other, essential details. It used to take me 1 or 2 days 
to do that.”

「Haydn、この会話を終える前に、これを読んでいる人に何か伝えることは

ありますか？」

「限られた予算を節約するために、 OpenLMを他の企業の皆さまにも自信を

もって絶対的にお勧めします。

1つの場所でライセンスを追跡できるということです。」

ありがとうございます。

http://www.openlm.com
mailto:sales@openlm.com

