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株式会社フジテレビジョン
（以下、フジテレビ）
は、メインフレームで稼働していた基幹シス
テムである営業放送システムを、地上デジタル放送時代に合わせてオープンシステムで
再構築した。24時間365日稼働が求められる新システムのストレージとして、日立のディス
クアレイサブシステム「SANRISE」を選択。日立のバックアップ管理ソフトウェア
「JP1/VERITAS NetBackup」とSANRISEの併用によって、サービスを止めない、オンラ
イン・バックアップを実現した。さらに、ネットワーク監視、サーバ監視、ジョブ自動運用につ
いても、統合システム運用管理ソフトウェア「JP1」を採用。JP1は、地上デジタル放送時
代のライフラインである多数のシステムの安定稼働を、
トータルに支えている。
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