
■仮想基盤の運用
■バックアップの運用
■ネットワークの運用
■定期メンテナンス
■業務システムの運用

品質向上 スピードアップ 省力化

ビジネスの成長を支える

運用自動化ソリューション

統合システム運用管理 JP1
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日立のソリューションにお任せください！

環境やニーズの変化に迅速に対応するため、ビジネスにスピードや柔軟性が求められています。
これらのビジネス要件に応えられる、仮想化やクラウド技術などを活用したIT環境が整ってきている一方で、

ビジネスを支えるシステムの高度化・複雑化や、セキュリティリスクにさらされる機会の増大など、
運用の現場はさまざまな課題に直面しています。

運用ミスの多発 人員やスキルの不足 運用負荷の増大

システム運用の現場

ネットワークの運用

ネットワーク機器の設定変更

マルウェアの拡散防止

運用の自動化＋標準化で
システム運用全体を効率化

マルウェアからITシステムを守る6
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仮想環境 クラウド
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解決

●依頼から仮想マシンを提供するまでの時間を短縮できます。
●多数の仮想マシンの構築や設定変更など、ミスなく効率的に行うことができます。
●障害が発生した仮想マシンの設定内容やログの収集などの初動対応を迅速に行えます。

ビジネスの変化に応じてタイムリーに構成を変更できる仮想マシンの活用が急速に広がっています。仮想マシンの
増加に伴い、維持・管理するための運用負荷が増大し、運用面での柔軟性やスピードの向上も求められています。

●仮想マシンの作成からソフトウェアのインストール・設定まで、一連の構築作業を自動化します。
●複数台の仮想マシンの構築や、起動・停止、バックアップといった日々の運用作業を一括して実行します。
●障害が発生した仮想マシンの設定内容やログの収集といった緊急作業も自動化します。

仮想マシンの構築や運用時の各種操作を自動化できます。

仮想マシンの構築や運用作業を大幅にスピードアップします。

仮想マシンの構築 日々の運用 障害対応

OS・ミドルウェアのセットアップ

メモリー・ディスク・ネットワークの設定

× 仮想マシンの台数分

仮想マシンの構築に
時間がかかる

台数が多いと
至急の依頼に対応できない

障害が発生するとその対応に
かかりきりになってしまう

運用自動化ソリューションで現場の運用が変わります

仮想基盤運用の課題

仮想基盤の運用

仮想マシンの構築と運用

効果

起動・停止 バックアップ 設定値・ログ収集

ログ

障害マシンの
ログ

読み込み

仮想マシンを自動構築 定常運用を自動化 障害時の対応を自動化

自動収集

障害

仮想マシン
申請書

仮想マシン

サーバ

仮想マシン

自動化のテンプレート

自動で
起動・停止
バックアップを実施

仮想マシンの
自動構築

仮想マシン
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障害時の切り替え

業務の縮退運用への自動切り替えバックアップ運用の自動化

リモートサイト

災害サイトとの同期
切り替え作業の自動化

ゲストOSのバックアップ

構成変更

変更データ
仮想マシン

バックアップ実行サーバ バックアップ実行サーバ バックアップ実行サーバ

システム障害や災害などのトラブルによって業務遂行に不可欠なデータを失うと、業務が継続できなくなります。また、
復旧の長期化によって顧客や取引先からの信用を失うことで、企業の存続にも影響を及ぼしかねません。

●仮想マシンのゲストOSの増減やバックアップのタイミングの変更対応も柔軟に行えます。
●縮退運用へ切り替えるための複雑な作業を自動化します。
●データの遠隔地保管やデータを復旧するための複雑な作業を自動化します。

日々のバックアップや万一の場合の復旧作業を自動化できます。

災害発生時の対応バックアップの取得 障害発生時の対応

障害時の切り替え

バックアップ
対象サーバ

遠隔地へのデータ保管の
検討があと回しになっている

データ復旧時の
ダウンタイムをできるだけなくして

業務を継続させたい

リモートサイト

●日々のバックアップ運用にかかる作業負荷を軽減できます。
●データの復旧や縮退運用に切り替える作業を自動化し、有事の際にも迅速に対応できます。
●万一の際にも、自動保管したバックアップデータを利用して事業を継続することが可能です。

障害や災害発生時のダウンタイムを減らせます。

縮退運用への切り替えが
スムーズにできるか心配…

バックアップ対象の仮想環境の
構成が頻繁に変わる

構成変更

バックアップの運用

システム障害や災害に備えたデータの保護

データ保護の課題

運用自動化ソリューションで現場の運用が変わります

効果

解決

バックアップデータ オンサイト

仮想マシン 仮想マシン
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解決

金銭目的のサイバー攻撃が劇的に増加しています。ランサムウェアなどのマルウェアに感染すると、金銭を支払っても
データを復旧できる保証はありません。

●外部媒体へのバックアップを定期的に実行し、複数世代分のバックアップを保管する作業を自動化します。
●感染したデータのバックアップの停止や、保管済みデータの保護に必要な設定変更の作業を自動化します。
●複数世代のバックアップデータから、感染前のデータを自動的に探し出します。

マルウェア感染時のデータ保護に必要な作業を自動化できます。

●外部媒体へのバックアップにかかる運用負荷を軽減できます。
●バックアップ済みの感染していない重要データを迅速に保護できます。
●感染から復旧までの時間を短縮できます。

マルウェア感染リスクに備えたバックアップ運用を実現できます。

運用自動化ソリューションで現場の運用が変わります

マルウェア感染時のデータの保護

データ保護の課題

効果

外部媒体への
バックアップの自動化

重要データが
利用できなくなったら非常に困る

何から手をつければよいか
わからない…

バックアップデータは
無事だろうか

マルウェアに感染
ファイルサーバ 外部媒体

感染したデータで
上書きバックアップ!

バックアップの取得 バックアップデータの保護

…ほかには？

ファイルサーバ 外部媒体

1日前 2日前

長期複数世代のバックアップ

感染前データの自動取得

･･･

すでに感染!

1日前 2日前 n日前

定期実行
バックアップ

バックアップデータ保護の自動化

感染したデータのバックアップの停止

･･･
1日前 n日前

データ保持期限・保存世代数延長

自動取得

感染前データ
復旧に利用

ファイルサーバ

重要データ

えっ?感染!

あっ!参照できない

あれ？アクセス
できなくなった…

･･･
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解決

ネットワーク機器の設定変更は、機種ごとに手順が異なり、高度な専門知識が必要です。時間や手間もかかり、
業務停止が長引くリスクもあることから、 サーバ集約や負荷分散、設備拡張、セキュリティ対策強化などへの迅速
な対応を阻む要因にもなっています。

●操作性の違うさまざまなベンダーのネットワーク機器への設定変更を自動化します。
●多数のネットワーク機器への設定変更を一括して実施します。
●物理ネットワークの設定だけでなく、仮想ネットワークの構築や設定変更も自動化します。

多種多様なネットワーク機器への設定変更を自動化できます。

作業手順が機器ごとに異なり
煩雑なのでミスを起こしやすい

専門知識が必要なので
誰にでも任せられる作業ではない

1台ずつ手作業なので
作業時間が増える一方

操作性の異なる
各種ベンダーの機器

ネットワークの設定や変更

●ネットワーク設定変更時の手作業による設定ミスを防ぎます。
●操作性の異なる複数の機器に対する設定変更や確認を短時間で実施できます。
●設定変更時の事前準備や変更作業の手間を大幅に削減できます。

ネットワーク機器の設定変更を、ミスなく短時間で実施できます。

ネットワーク設定変更時の課題

ネットワークの運用

ネットワーク機器の設定変更

運用自動化ソリューションで現場の運用が変わります

効果

手順書

設定変更のコマンドネットワーク
構成の変更

操作の統一

ルーター

ファイアウォール

ロード
バランサ

a b c d

A B C

AA C

ベンダー・機器によって
変更手順が異なる

設定の一括自動変更

設定の
変更

サービスの
停止

変更結果の
出力

設定変更のコマンド

変更手順

変更は
すべて同じ操作で
設定可能

ネットワーク環境

仮想ネットワーク
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発見が遅れると
被害が拡大してしまう恐れがある

解決

感染力が強く、新種や亜種が次々と現れるマルウェアによる被害が世界中で報告されています。対策が行われる
までの短い時間で一気に拡散するため、感染被害を防ぐことが難しくなっています。

●AIを用いてトラフィックの通常状態を分析・学習することで、「いつもと違う」「怪しい動き」を素早く検知します。
●パトロールランプ、電話、メールなど、さまざまな手段で管理者へ通報します。
●マルウェアに利用されている可能性がある危険なポートを自動的に遮断します。

マルウェア拡散防止の一連の作業を自動化できます。

●人がおかしいと気づく前に、通常と異なる状況の変化を把握できます。
●人の判断を待たずに自動的にポートを遮断するなど、いち早く対策を実施できます。
●怪しい動きを検知して遮断することで、万一マルウェアに感染した場合の拡散を防げます。

万一の感染時にマルウェアの拡散防止を迅速に行えます。

新種や未知のマルウェアは
検知できないケースがある

外部ネットワークへの接続機会が増えて
感染するリスクが高まっている

運用自動化ソリューションで現場の運用が変わります

マルウェアの拡散防止

マルウェア拡散防止の課題

効果

普段通信していない
宛先に急激に
通信を開始

怪しい動きだ!
AI

サーバ
!!

危険なポートを
自動的に遮断

遮断運用の
自動化

パターンファイル 古い

検知 通報 遮断

感染拡散の脅威
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パッチ適用業務の課題
サーバの脆弱性を利用したサイバー攻撃はあとを絶ちません。脆弱性の発見後は早急にパッチを適用する必要が
ありますが、パッチの適用に時間と手間がかかることから、セキュリティリスクの高い状態が長期化しがちです。

●パッチの適用漏れ、前提パッチの考慮漏れなどの手戻りがなくなり、短時間で対策を完了できます。
●複数のサーバのパッチ適用を一括で行い、サーバのメンテナンス時間を短縮できます。
●パッチの適用結果や、パッチ適用後のサーバの稼働状況を迅速に把握できます。

●仮想環境も含めた全サーバから情報を自動収集し、パッチの適用状況を判別します。
●パッチの適用状況や前提パッチの依存関係を自動チェックして、適用すべきパッチを選定します。
●サーバごとにパッチ適用結果や稼働状況を判定して一覧に出力します。

パッチ適用作業のスピードアップと効率向上を実現します。

パッチ適用やその前後に発生する一連の作業を自動化できます。

 



適用結果の確認

解決

効果

定期メンテナンス

パッチの適用

運用自動化ソリューションで現場の運用が変わります

パッチ適用前準備 適用結果の確認パッチ適用

 



前提パッチの自動チェック パッチ適用の自動化 適用確認の自動化

前提パッチのチェック

適用パッチ
前提となる
パッチ パッチ適用対象

パッチを自動的に適用

適用パッチ情報の自動収集

適用済み
パッチ一覧

適用状況の把握 依存関係の確認

サーバごとに
適用しているパッチが異なる

前提となるパッチ

パッチA

パッチB

パッチに依存関係があり
手間がかかる

サーバ数が多いので
適用と確認に時間がかかる

サーバごとのパッチ適用状況が
すぐに調べられない…

パッチの適用

パッチ
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解決

ビジネスの基盤として欠かせない業務システムは、業務内容の拡張や、経営ニーズからの要請に柔軟に対応する
ことが求められます。ビジネスに大きく影響する業務システムの変更作業は、短期間で確実に実施する必要があり
ます。

●業務システム変更申請書の内容を読み込んで、業務システムに自動反映します。
●業務システムを自動で変更し、変更した結果をファイルに出力します。
●業務システムの変更が完了したことを申請者にメールで連絡します。

業務システムの変更に伴う一連の作業を自動化できます。

●作業ミスや設定漏れに起因する業務システムの停止・不稼働といったトラブルを防止します。
●変更量の多い依頼にも短時間でミスなく対応できます。
●業務の再実行や実行時間の変更など、急な依頼にも迅速に対応できます。

業務システムの変更を作業ミスなく迅速に行えます。

変更結果の確認

依頼された業務システムの変更は
クロスチェックして慎重に進めている

変更結果の確認と
報告書やエビデンスの作成に

時間がかかる
スケジュールの急な変更など

至急の依頼はミスが起こりやすい

運用自動化ソリューションで現場の運用が変わります

業務システムの運用

業務システムの変更や臨時運用

業務システム変更時の課題

効果

チェック業務変更
申請書 定義 エビデンス

変更内容を自動設定 変更結果の自動出力申請内容に沿って
業務システムを自動変更

業務システム変更の申請 業務システムの変更 変更結果の確認

読み込み

業務システム変更
申請書 報告書・エビデンスとして

そのまま利用可能
変更結果の出力

報告書ジョブネットエディタ画面 年間カレンダー画面

業務システムの変更
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運用の自動化＋標準化でシステム運用全体を効率化

作業を実施するための申請や、実施可否の判断をいつ、誰が行ったかというエビデンスを残せるのだろうか。

運用ポータルを利用することで、いつ、誰が申請・承認・実行したかという履歴を管理できます。
また、実施した内容についての作業報告書を自動的に生成することもできます。

自動化した作業を実行するまでの手続きや、作業記録・報告書の作成なども含めて改善・効率化できます。
蓄積した作業実績の分析結果をもとにして、継続的な運用改善にも取り組めます。

運用を自動化する際のこれらの不安も解決できます。

日立のソリューションにお任せください！

作業の確実な実行

ボタン一つで実行

作業手順の見える化

さまざまな手順・ノウハウを集約

申請 承認 実行

作業実績を分析
どの作業で時間が
かかっている？

誰に作業が
集中している？

継続的な運用改善 作業報告の効率化

作業報告書の自動生成

すべてを自動化しなければ、運用が複雑になってしまうのではないだろうか。

運用ポータルの利用により、自動化した作業を含めた一連の作業手順を確認しながら容易に運用できます。
また、自動化範囲の拡大や作業プロセスの改善などに伴う作業手順の変更も、運用ポータルを通じて作業
者に容易に周知することができます。

Q

A

Q

A

運用ポータル
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マルウェアからITシステムを守る

対象サーバ

自動的に適用・更新

・パッチ適用
・パスワード変更

など

AIで怪しい動きを見逃さない 感染リスクから守る

身代金要求に慌てない 機密データへの攻撃を防ぐ

感染防止のための素早い検知
AIを活用してネットワークトラフィックの通常状
態を学習し、「いつもと違う」「怪しい動き」の
リスクを素早く検知。危険なポートを遮断する
など、感染の拡散を抑止する対策を自動化で
きます。

感染防止のための脆弱性対策
OSの更新プログラム(パッチ)の適用や定期的
なパスワード変更など、不備が生じやすいサー
バの脆弱性対策を漏れなく徹底できます。

感染前に戻すバックアップ
大切なデータを外部媒体に定期的にバック
アップして、万一、感染被害にあったときには
データを復旧するまでの対策を自動化できます。

感染してもデータを守る対策
マルウェアなど、許可されていないプログラムに
よる参照・コピーなどの操作を禁止して、機密
データが窃取・破壊されることを防止できます。

定期的に
バックアップ

テープライブラリ

普段通信していない
宛先に急激に
通信を開始

怪しい動きだ!
AI

サーバ

!!

機密データ

保護範囲

不正な
プログラム

正規の
プログラム

不正な
プログラム

大量の個人情報の流出や、データの改ざん、身代金の要求など、サイバー攻撃による被害は甚大です。
しかし、サイバー攻撃に対する特効薬はありません。セキュリティ対策を確実に実施し、万一に備えて
バックアップをとるなど、日々の対策が不可欠です。
手間と時間がかかる日々のセキュリティ対策作業の効率化にも、運用自動化ソリューションが役立ちます。
システムや重要データを守るため、4つの切り口で対策しましょう！

セキュリティ対策のための日々の運用も省力化できます。



運用自動化ソリューションでシステム運用の課題を解決

システム運用の課題に向き合い、解決策を見つけます。
お客さまの運用に応じて、柔軟に対応いたします。

運用 課題の
明確化

システム
実装

システム運用の自動化を実現するプロセス

課題の明確化 … コンサルテーション
現状のシステム運用における課題を明確にし、自動化適用可否の分析、効果
試算などを行うことで、最適な運用自動化を提案します。

システム実装 … 設計・構築・テスト
運用自動化を実現するための設計・構築・テストを行い、実装します。

運用 … 教育・問い合わせ対応
スムーズに運用を開始するための操作教育や、運用開始後の問い合わせ対応
などによって、安定運用を支援します。

注: 本ソリューションは、個別見積もりで対応いたします。

●カタログに記載の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。

●製品の色は印刷されたものですので、実際の製品の色調と異なる場合があります。

●マイクロソフト製品のスクリーンショットは、マイクロソフトの許可を得て使用しています。

●動作環境や対応状況については、JP1ホームページ（製品情報サイト）で最新情報をご確認ください。

●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。
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• Internet Explorer、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
• Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
• OracleおよびJavaは、オラクルおよびその関連会社の登録商標です。
• UNIXは、The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
•その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

株式会社 日立製作所 サービスプラットフォーム事業本部
© Hitachi, Ltd. 2017, 2021. All rights reserved.

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

■製品情報サイト

https://www.hitachi.co.jp/jp1/

■インターネットでのお問い合わせ

https://www.hitachi.co.jp/soft/ask/

■電話でのお問い合わせはHCAセンターへ

0120-55-0504 受付時間 9：00～12：00、13：00～17：00（土・日・祝日・当社休日を除く）


