Hyper-Converged Infrastructure（ HCI ）ソリューション活用事例

丸善薬品産業株式会社

HCIでシンプルな運用性と拡張性を確保

次世代戦略に向けた
基幹インフラシステムを刷新

化学品専門商社の丸善薬品産業株式会社（以下、丸善薬品産業）は、基幹システムのイン
フラ更改に合わせ「日立HCIソリューション for VMware vSAN」を導入。従来の課題
であったストレージのリソース不足、バックアップ時間の増加、運用効率の悪化などを
トータルに解決する、次世代戦略に向けた基幹インフラシステム刷新を実現しました。
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HCIの導入によって大きく変わったの
が、設置スペースと消費電力の低減です。
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仮想サーバー
HA8000V/DL360 x 3

バックアップ

ラックキャビネットの搭載スペースが

Arcserve UDP 7.0

14Uから6Uへと半分以下になったこと
に加え、消費電力量も約25％低減。同社

バックアップサーバー
HA8000V/DL360

ネットワークスイッチ
Mellanox SN2010 x 2

レプリケーション

が進める環境マネジメントの取り組みに
も貢献しています。

Arcserve UDP 7.0

またバックアップ装置を現行のLTO
（磁気テープ）からHA8000Vバックアッ

バックアップサーバー
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福岡支店

プアプライアンス（Arcserve UDP）に変
えたことで、継続的な増分バックアップ
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データ量の増大にともなうストレージ容量不足やバックアップ時間の増大、運用の複雑化をトータルに解決した。
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株式会社ニッセイコム

本社所在地 ： 大阪市中央区道修町 2 丁目4-7
創
業 ： 明治 28 年 3 月28日
資 本 金 ： 3 億 3 千万円（ 払込資本金 ）
社 員 数 ： 269 名（ 令和元年 10 月31日現在 ）
事 業 内 容 ： 化 学 品 / 建 設 資 材 / ファインマテリアル / 食 品 /
電子材料ビジネスユニット/ アグリ/ ライフサイエ
ンス事業

本社所在地 ： 東京都品川区大井 1-47-1 NT ビル
創
業 ： 1974 年 2 月
資 本 金 ： 3 億円
社 員 数 ： 856 名（ 2020 年 4 月1日現在 ）
事 業 内 容 ： システム開発から教育・サポートまでのシステム
インテグレーション、アプリケーションパッケージの
開発・販売および ASP サービス、その他

お問い合わせ

株式会社 日立製作所

日立HCIソリューション https://www.hitachi.co.jp/soft/hci/
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