日々のIT運用を自動化し、オペレーションミス
の防止や効率向上につなげたい

JP1/Automatic Operation
JP1/Automatic Operation は、日々のIT運用を自動化し、作業工数削減と作業品質の向上を
支援する製品です。運用を自動化することで、作業の標準化・均一化を図れます。
さまざまなIT運用を自動化

幅広い操作対象

サーバの稼働状況の確認やサーバの起動、停止、再起動といった

操作対象は、OS、仮想環境、ストレージ、DBMS製品など多岐に

日々の業務、仮想マシンの追加・削除や、障害発生時の復旧業務

渡ります。また、REST APIに対応しているお客さまの既存システ

といった不定期に発生する業務など、単純作業だけでなく、複雑

ムやクラウドサービスを実行することもできます。操作対象の

な作業や時間を要する作業も含め、さまざまなIT運用を自動化で

サーバやストレージなどにはエージェントのインストールやセッ

きるため、作業時間の短縮と効率向上を図れます。日立の運用

トアップが不要なため、導入時に既存システムへの影響を最小限

ノウハウを盛り込んだ信頼性の高いサービステンプレートを利用

に抑えられます。幅広い操作対象をカバーすることにより、小規

することで、簡単な設定だけで標準的な運用操作を自動化するこ

模システムからデータセンターのような大規模システムまで対応

とができます。専門知識やノウハウが必要なIT運用を自動化する

できます。

ことで、担当者の経験やスキルに左右されない高品質で効率的な

REST API： Representational State Transfer API

IT運用を実現できます。
ダッシュボード画面

サービスビルダー画面

IT運用自動化サーバ

運用管理者

開発者

サービス実行・実行結果確認

仮想マシン

仮想環境
操作対象（エージェントレス）

定常
運用

サーバ台数が多く
手間がかかる日々の業務

・サーバの稼働状況の確認
・サーバの起動、停止、再起動
・パスワード変更
・OSの更新プログラム適用
・ジョブの管理、メンテナンス
・運用レポートの出力
・ログのメンテナンス

臨時
運用

システム変更作業や
仮想マシンの運用など
不定期に発生する業務

・仮想マシンの追加、削除
・仮想マシンの起動、停止、再起動
・ストレージ、ネットワーク機器、
システム監視製品の設定変更
・監視対象のノード、サーバ追加
・バックアップ、リストア
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障害
運用

障害発生時の復旧業務

・障害発生時の一時対処
・影響範囲の調査
・障害対応用のログ採取
・障害要因の調査
・インシデント情報の更新
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効率のよいIT運用
サービスの実行状況をひと目で把握
システム全体で実行されているIT運用のサービス（タスク）の

また、担当しているサービスの実行状況や実行結果をまとめて

実行状況や実行結果を、ダッシュボード画面でひと目で把握でき

確認することができ、応答待ちや実行に失敗して対処が必要な

ます。よく実行されるサービスや失敗回数の多いサービスを容易

サービスにも迅速に対応可能です。サービスごとの進捗状況は、

に特定でき、運用改善に役立てられます。頻繁に実行するサービ

タスク画面でステップごとに確認することができ、どのステップ

スはお気に入りとして登録することで、ダッシュボード画面から

まで完了しているか、どのステップで失敗しているかをすぐに

すぐにサービスを実行することができます。

把握することができます。失敗したステップまたは失敗した次の
ステップから再実行することも容易です。
サービス実行画面

ダッシュボード画面

過去（7日間または30日間）の
サービスの実行状況を把握

強調表示により、入力
ミスや入力もれを防止

対処が必要なサービス
を把握可能

必要な情報を入力して
サービスを実行

タスク画面（サービスの実行結果の確認）

頻繁に実行するサービスを
登録して実行可能

サービスの実行状況や
実行結果をまとめて把握
サービスの実行状況や
進捗を確認

繰り返し処理の効率化と判断を含む
オペレーションの自動化

Windows更新プログラム適用の自動化例

複数のサーバに対して繰り返し同じ処理を実行するような運用は、

応答内容に応じて、
後続処理の振り分けが可能

対象サーバを指定してサービスを1回実行するだけで自動化できま
す。また、人の判断が必要になる運用は応答待ちの状態にするこ
とができ、応答を入力することで後続の処理を自動的に再開でき

処理確認
（応答待ち）

ます。たとえば、応答画面にて適用可否を判断してから、対象

OK
NG

サーバすべてに対して自動的にWindows®の更新プログラムを適用
するといった運用も可能です。このように自動化が困難とされて

Windows更新
プログラム適用

更新結果
一覧出力

すべてのサーバに適用
するまで繰り返し

きた繰り返しや人の判断が必要な処理を自動化することで、作業
負荷と操作ミスを低減できます。
・・・

人の判断が必要な処理は、
表示内容を確認して実行を指示
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操作対象サーバ
応答入力画面
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IT運用を自動化するサービス開発
IT運用の自動化を容易にする
サービステンプレートを提供

提供するサービステンプレートの例

テンプレートは、サービスの用途や種類などに分類されているた

・OSの操作（パスワード変更、ユーザーの一覧取得）
・JP1製品の操作（監視設定の追加・削除）
・Chef Client の登録、Puppet Enterprise Agent の登録
・仮想環境の操作（仮想マシンの追加・削除、起動・停止）*
・Amazon Web Services、OpenStackの操作*
・ストレージの操作*
・DBMS製品の操作（インスタンス起動・停止）*

め、容易に検索して利用できます。

＊ JP1/Automatic Operation Content Pack の購入が必要です。

データセンターや企業内システムで行われている典型的なIT運用
を自動化するためのサービステンプレートを提供します。日立の
運用ノウハウを盛り込んだ信頼性のあるサービステンプレートを
活用すれば、すぐにIT運用を自動化できます。提供するサービス

※ サポートサービスの契約により、数か月ごとに契約者向けWebから最新のサービス
テンプレートを入手できます。

サービステンプレート画面

選択したサービステンプレート
の詳細を表示

サービスの用途や種類などに
よってサービステンプレートを分類

更新が必要なサービステンプレートが
あることをお知らせ

お客さま独自のIT運用も自動化
サービスビルダー画面を用いて、お客さま独自のIT運用を自動化

また、サービスデバッガ画面を用いて、作成したサービステンプ

するサービステンプレートを作成できます。既存のサービステン

レ ー ト を 簡単 に テ スト で きます 。 ブ レ ーク ポ イン ト や処 理の

プレートを変更したり、組み合わせたりすることで、効率よく

スキップ、分岐条件の値を変更することで、さまざまなパターン

サービステンプレートを作成できます。

のテストが実施でき、品質の高いテンプレートを作成することが
可能です。

サービスビルダー画面

サービスデバッガ画面

ドラッグ&ドロップして
作成可能

ブレークポイントや
処理のスキップを設定可能

デバッグ中のサービスの
値を変更可能

3

JP1/Automatic Operation
操作範囲の限定

IT運用自動化サーバ

クラウド環境や仮想環境など、複数のシステムを集約した環境で
管理者

も、担当するサービスに操作権限を設定することで、オペレー
ターが操作できるシステムを制限できます。担当していないサー
ビスにはアクセスできないため、担当外のシステムへの操作ミス

A社のサービス
サービス

B社のサービス

サービス

サービス

サービス

サービス

を防ぐことができ、システム全体を安全に運用できます。
アクセス不可

A社オペレーター

運用手順の一部を自動化
運用手順やノウハウを可視化するJP1/Navigation Platformを組み
合わせると、手順書に沿って実施するIT運用の一部を自動化でき

JP1/Navigation Platform
業務実行画面

B社オペレーター

既存システム（独自の運用画面）

ます。操作対象サーバやサービス名などを入力して、IT運用を自
動化するサービスを実行できるので、手順書に従う作業の効率向
上と作業品質の均一化が図れます。
REST API

既存システムとの連携

IT運用自動化サーバ

JP1/Automatic Operation の REST API を利 用す るこ とに より 、
ワークフローなどの既存システムやお客さま独自の運用画面から、
サービス実行や実行結果の取得などが可能です。プラットフォー
ムを問わずHTTP経由で利用できるので、IT運用自動化の幅が広が
ります。

仮想マシン

サービス実行・実行結果確認

仮想環境
操作対象（エージェントレス）

標準価格（買い取りタイプ・Windows版）
製品名

標準価格（税別）

JP1/Automatic Operation

900,000円 *1

JP1/Automatic Operation Content Pack

900,000円 *2

＊1 ノード数が10の場合の価格です。ライセンス数によって価格が変動します。
＊2 インストール台数が1台の場合の価格です。ライセンス数によって価格が変動します。
※ 別途、製品プログラムの費用として、製品ごとに1,000円［標準価格（税別）］が必要です。
※ サポートサービスにつきましては、別途ご契約いただく必要があります。
※ 製品の使用権とサポートサービスを1年ごとの契約でご利用いただける「サブスクリプションタイプ」をお選びいただくこともできます。
●サービス開発を支援するテクニカルサービスを提供しています。詳細は、弊社担当営業にお問い合わせください。

• 本カタログで紹介するJP1/Automatic Operationとは、JP1/Automatic Operation、およびJP1/Automatic Operation Content Packの総称です。
• AIXは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。
• Amazon Web Servicesは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
• 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。
• OpenStack®の文字表記とOpenStackのロゴは、米国とその他の国におけるOpenStack Foundationの登録商標/サービスマークまたは商標/サービスマークのいずれかであり、
OpenStack Foundationの許諾を得て使用しています。日立製作所は、OpenStack FoundationやOpenStackコミュニティの関連企業ではなく、また支援や出資を受けていません。
• OracleとJavaは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
• Veritas、Veritasロゴは、米国およびその他の国におけるVeritas Technologies LLCまたはその関連会社の商標または登録商標です。
• VMware、VMware ESX、VMware vCenter Server、VMware vSphereは米国およびその他の地域におけるVMware, Inc. の登録商標または商標です。
• 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。
• 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。
●本カタログに記載している価格は、2021年3月現在の日本で販売する場合の標準価格です。
●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。
●本製品を輸出される場合には、外国為替及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、弊社担当営業にお問い合わせください。

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/（日本語）
https://www.hitachi.co.jp/jp1-e/（English）
■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・弊社休日を除く）

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
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