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新たなステージをめざす

日立のクラウド戦略
クラウドサービス提供の当初より、日立は利便性やアジリティなどクラウドの特性に加え、信頼性や安定性など
従来IT分野で培ってきた特長を反映したサービスを提供してきました。ITによる社会イノベーションが進みつつ
ある現在、クラウドはその基盤として今までにない役割が求められています。また、グローバルなパブリック
クラウドと新たなクラウド技術の普及はITの使い方に大きな変化を及ぼそうとしています。今回の特集では、
このような状況に対して日立が打ち出した新たなクラウド戦略と、
それに基づくクラウド基盤、
サービスやソリュー
ションをご紹介します。

クラウドへの
お客さまニーズが多様化

多様なクラウドの普及と

サービスでは、クラウド事業者が負担す
るこれらのコストを、多数のクラウドを利用

「使う技術」

する企業のサービス料により負担するこ
当初はITリソースの一時的利用やコ

このようなニーズに対応して、多くのクラ

とから、1社当たりの負担が軽減されま

スト削減、調達スピードの速さなどに注目

ウドサービスが登場しています。ITリソー

す。あわせて法制度の変更、新技術へ

されていたクラウド。近年ではシステム開

スの利用を対象とするIaaS※3/PaaS※4の

の対応も迅速になされます。

発や情報系システムなどにとどまらず、大

分野では、一時・短期的な処理量の増

このような経済合理性の面からも、クラ

規模な基幹業務などへの導入が始まっ

大に対応したスケーリング、ワールドワイド

ウドの利用は現代の企業において不可

ています。これに対し、日立は当初より信

に配置したキャッシュサーバを利用したコ

欠な状況になりつつあります。反面、そ

頼性・安定性の高いクラウドサービスによ

ンテンツ配信、モバイル機器との連携な

れぞれのクラウドサービスは、システムの

り対応してきました。

どがサービスとして提供されるようになり

仕組み、利用の方式、課金の体系など

ました。また、アプリケーションプログラム

が異なり、それらの特質を踏まえた利用

IT技術の進展は、ヘルスケア、交通、

※5

エネルギー、設 備 管 理などの 分 野で

をクラウド上で提供するSaaS 分野で

が必要となります。また、業務アプリケー

M2M※1やIoT※2などを用いて生成される

は、種々の業種･業態向けに多くの業務

ションの中から使用されているクラウド

多種多様なビッグデータを活用し、革新

アプリケーションが用意されています。

サービスを含めたシステム全体での健全

的なビジネス創出をもたらしています。付

企業が自社でこれらの機能を開発す

性の確認や異常の検知など、従来の自

加価値の高い情報の利活用による新た

る場合、膨大な投資が必要となります。

前システムの運用・管理とは異なる技術

なビジネスを実現するためのIT基盤とし

また、法制度の変更などに追随させるた

も必要となっています。すなわち、クラウド

ての役割がクラウドに求められています。

めの保守費用が必要となります。クラウド

を効果的に使用するための「使う技術」

※1 Machine to Machine
※2 Internet of Things
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日立の取り組み

日立グループ内のITシステムの多くはク
日立グループ内のクラウド

お客さま向けクラウドサービス

ラウド化されています。このクラウド運用の
ノウハウは、日立のクラウドサービスの運用

事業の
知見

従業員健康指導支援

健康管理支援サービス

機器の保守管理

機器ライフサイクル管理サービス

やサービス内容に応用されています。ま
た、社内メール運用やシンクライアント運
用は、それぞれ「メールサービス」
「仮想

運用の
知見

社外クラウド利用

認証連携サービス

デスクトップサービス（DaaS※7）」
といった

社内メール運用

メールサービス

お客さま向けクラウドサービスとして提供

シンクライアント運用

仮想デスクトップサービス

セキュリティ管理

マネージドセキュリティサービス

しています。
日立グループは、ヘルスケア、エネル
ギー、交通、都市開発など、多岐にわたる
事業分野においてさまざまな実業を繰り
広げています。これらの実業において、事

図1 実業・社内IT運用ノウハウのサービス化

業の経験をとおして得られた多くのノウハ
ウは、アプリケーションや業務プロセスの中
が求められています。

用時代の多様化、高度化するビジネス

に実装され、SaaSやサービスとして提供

※3 Infrastructure as a Service
※4 Platform as a Service
※5 Software as a Service

ニーズに応えていきます。

することを進めています。例えば、日立社

日立のクラウド戦略

員向けの従業員健康管理指導支援は

日立の実業・社内IT運用の
ノウハウをサービス化

「健康管理支援サービス」
として、
また機
器の保守管理は「機器ライフサイクル管
理サービス」
として提供しています（図1）
。
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このような中で日立は、
「われわれが

日立はクラウドのベンダーであると同時

果たすべき役割は何か」
「お客さまが

に、グローバルに多種多様な業態の多く

真に望まれているサービスは何か」を改

のグループ会社と、全体で従業員32万
※6

※6 2013年度末時点
※7 Desktop as a Service

パートナーとの協創と

めて考えました。その結果として生み出

人 を擁する国内でも最大規模のIT

されたのが、日立の新たなクラウド戦略

ユーザーです。強固なガバナンスとセ

です。

キュリティ対策のもと、これらワールドワイ

クラウドの種類は1つだけではありませ

その柱は大きく2つあります。1つは「日

ドに構築したシステムやサービスの利用

ん。ミッションクリティカルで大規模な基幹

立 の 実 業・社 内IT運 用 のノウハウを

実績、広範な実業で磨いたIT運用のノ

系業務を担うには、高信頼・高セキュアな

サービス化」
、
もう1つは「パートナーとの

ウハウを、お客さま向けのサービスとして

マネージドクラウドが必要です。低コスト

協創と使う技術の強化」です。この2つ

提供していくのが「社内IT運用ノウハウ

かつグローバルにリソースを調達するなら

のアプローチによって、日立は情報利活

のサービス化」
というアプローチです。

パブリッククラウドというように、適材適所
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コラボ

メール

業種・業務アプリケーション

設備管理

はこれまで、VMware ®、Microsoft ®

エネルギー

・
・
・
・

パブリッククラウドに関して、日立

交通

流通

産業

公共

金融

ス活用が、これからの主流となります。

ヘルスケア

でバランスのとれた複数クラウドのビジネ

・
・
・
・

・
・
・
・

スマート情報分野

共通SaaS

Intelligent Operations Suite*

先端クラウドラボ

AzureTM 、Amazon Web ServicesTM

イアンスを強化してきました。日立では、こ
れらパートナークラウドの「使う技術」の
向上のため、それぞれのクラウドの認定
技術者育成などを行ってきました。

SaaSビジネス基盤

サービスインテグレーション

アプリケーション運用ナビゲータ、
SaaSログ解析、ユーザ管理、課金管理

日立クラウドデザインパターン

フェデレーテッ
ッドクラウド
フェデレーテッドポータル（クラウド連携、マイグレーション、監視・運用）
プライベートクラウド

マネージドクラウド

(お客さま )

パートナークラウド

(日立)

クラウドセキュリティ

めとする世界のクラウドベンダーとのアラ

ॡছक़ॻਅറউট४ॡॺ

（以下、AWS）
、Salesforce.com®をはじ

＊Intelligent Operations Suite（スマート情報分野における製品・サービス基盤群）

クラウド戦略プロジェクト

図2 新たなクラウド基盤の体系

前述の「日立の実業・社内IT運用の

Microsoft® AzureTM やAWSといった

提供する「SaaSビジネス基盤」を用意。

ノウハウをサービス化」
と
「パートナーとの

パートナークラウドをつないで利用するもの

お客さまのビジネスに必要なシステムをス

協創と使う技術の強化」を中心として、ク

です。これを裏づけるパートナークラウドと

ピーディかつ適切なコストで構築できます。

ラウド全体の強化に向けて、日立では

のセキュアで高速な接続を「クラウド統合

2013年12月から、グループ会社を含めた

ネットワーク」
として用意しています。

事業部門・研究開発部門にまたがる約

本サービスの中で提供される「フェデ

「Hitachi Cloud」を
グローバル統一ブランドとして展開

300名体制の「クラウド戦略プロジェクト」

レーテッドポータル」を使えば、お客さまは複

を立ち上げ、新たなクラウド基盤の開発

数のクラウドを１つのポータルで管理でき、

これまで日立は、日立クラウドソリュー

に取り組んでいます（図2）
。

運用負担を大幅に減らすことが可能です。

ション「Harmonious Cloud」
というブラン

ハ ー モ ニ アス

以下では、このプロジェクトによる成果
と新サービス、機能をご紹介します。

ドで、高信頼・高セキュリティなクラウド環
■サービスインテグレーションと

境を実現する製品・サービス群の開発・
提供を進めてきました。

SaaSビジネス基盤
■フェデレーテッドクラウドと

クラウド

クラウドサービスを組み合わせたアプリ

今 後 は、グロ ー バ ル 統 一 ブランド

クラウド統合ネットワーク

ケーション開発のために、デザインパターン

「Hitachi Cloud」のもと、日立グループがグ

Federated とは つないだ 連合した

などを中心とした「サービスインテグレー

ローバルに一体となって推進する社会イノ

を意味する言葉で、お客さまのプライベー

ション」、SaaS 環境の立ち上げに不可欠

ベーション事業を支えるクラウド基盤の実

トクラウド、日立のマネージドクラウド、さらに

な認証・課金・ユーザー管理機能などを

現に向け、さらなる強化を図っていきます。

お問い合わせ先

（株）日立製作所 クラウドサービス事業部
http://www.hitachi.co.jp/cloud-inq/

■ 情報提供サイト
http://www.hitachi.co.jp/cloud/
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