Solution

日立のプラットフォームソリューションで
イノベーションを加速
これからの経営環境でITが果たすべき役割は
「守り」
から
「攻め」
へのシフト、
つまり競合他社に先駆けた優れたビジネ
スモデルの構築と、
その前提となる経営課題の抽出や解決策の立案にあります。
そこで日立は、
IT分野における注目
※1
※2
（VDI ）
「
」クラウド・マネージドサービス」
を中心に、
お客さまの経営課題
キーワードである
「IoT」「デスクトップ仮想化
を解決するためのビジネスイノベーションを支援するプラットフォームソリューションを提供しています。
※1 Internet of Things
※2 Virtual Desktop Infrastructure

新たな経営価値を創出する
「IoTソリューション」

ステムやスマートフォン、
さまざまなセンサ

フラ分野の施設/設備管理、予防保全

データなどから大量の情報をスピー

などで培った技術と実績から開発され

ディーに
「収集」
して
「分析」
し、それを

たもので、省電力設計のセンサノード、

IoTとは、単にヒトやモノがインター

ネットにつながることではありません。 「制御」
に役立てるサイクルをつくること

高効率・高信頼のM2Mネットワークと制

M 2 M ※ 3を介して収 集される膨 大な

で、正確な状況把握と将来予測によっ

御技術、
マシンデータやセンサデータの

データを分析することで、今まで交わる

て新たな価値の発見や、
他社の一歩先

収集・管理・見える化するツールなどを

ことのなかった企業や業種、人をつな

をいくビジネス展開の実現をめざしてい

トータルに提供します。

ぎ、
さまざまなシステムやプロセスを個

ます。

また、
ビッグデータ利活用ソリューショ

別最適化から全体最適化へと変革し

※3 Machine to Machine

ンは、業務データやログの収集・蓄積・

ていく大きなイノベーションになります。

■ M2Mとビッグデータを融合

配信、
高速データアクセス基盤などで構

産業革命、
インターネット革命に続く
「第

プラットフォーム分野における日立の

成される統合プラットフォームをベース

3の波」
といわれる Industrial Internet

IoTソリューションは、
「M2Mトラフィック

に、先進の人工知能、
ビッグデータ分析

や、第4次産業革命としてドイツが産官

ソリューション」
と
「ビッグデータ利活用ソ

ソフトウェアPentaho、
パートナー各社の

学一体で推進する Industry4.0 の世

リューション」
という2つのソリューションで

BIツールなどを、
ビッグデータ利活用の

界を実現させるためのソリューションとし

構成されています。

専門家によるコンサルティングと知見に

ても注目されています。
日立の
「IoTソリューション」
は、
業務シ

M2Mトラフィックソリューションは、
日立

よって適切に組み合わせて提供してい

が電力・水道・ガス・交通など社会イン

きます（図1）。
このようなIoTソリューショ
ンが、
どのように現場の課題を解決し、
ビ

新たな経営価値の創出

金融

公共

ジネスを革新しているのか、
いくつかの

×

ビッグデータ
産業・流通

Ｍ２Ｍ
インフラ

通信

お客さま個別
コンサルテーション・ＳＩ
業務アプリケーション・
サービス

ビッグデータ利活用ソリューション
各種ＢＩツール・アプリケーション
業種別テンプレート

ユースケースを紹介します。

世界中の工場に納品される大型装

見える化・分析

置の販売拡大に向け、
稼働率を最大化
高速データ
アクセス基盤

ストリームデータ処理

Ｍ２Ｍトラフィックソリューション
データ計測

業務データ、
ログ

データ収集、通信制御

マシンデータ、
センサデータ

図1 IoTソリューションの概要
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インフラシステムのリモートモニタリング

人工知能

統合プラットフォーム
データ収集・蓄積・配信

ユースケース1
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Ｉ
ｏＴ
ソリューション

するアフターサービスの効率アップとコス
ト削減がお客さまの課題となっていまし
た。
そこで日立はIoTソリューションによっ
て大型装置1台あたり数万個設置され
たセンサからM2Mでリアルタイムに稼働
情報を取得・分析し、事故や故障の予

プラットフォームソリューション

ワークスタイル変革の実現に向け、
投資計画策定から構築・運用までトータル支援
オフィス
ワーク

在宅
ワーク

モバイル
ワーク

ワークスタイル変革

日立の
強み
日立の１０年間の
経験をお客さまへ

特集

投資計画の策定、IT環境の構築・運
用までを提案する
「フレキシブルワーク
コンサルティング」
と、豊富なデータアク
セスとコミュニケーション手段で働く基

社内制度見直し、意識改革や教育などの施策と
ＩＴ環境の整備をあわせて提案

データアクセスとコミュニケーションの手段を拡充し、
働く基盤をITで高度化

盤をI Tで高 度 化する
「フレキシブル

フレキシブルワークコンサルティング

フレキシブルワークソリューション

ワークソリューション」
を提供。お客さま

コミュニケーションツール

端末
業務の
見直し

のワークスタイル変革を迅速かつ効果

制度の
整備

的に推進していきます。
支援

IT環境
整備

定着化

日立

日立の
10年間の
経験

テレワーク
マネジメント

×

テレワーク
業務実現
の経験

基盤製品
オンプレミス
プライベート型構築

日立は10年前からグループ社員約9
＊1

ＵＣＰ かんたん
ＶＤＩモデル

かんたん
ＰｒｉｖａｔｅＤａａＳ＊2

＊1 Hitachi Uniﬁed Compute Platform ＊2 Desktop as a Service

図2 日立クライアント統合ソリューションの概要

兆を検知する監視分析システムを開
発。
保全ビジネスの効率化とコスト削減、
付加価値向上を実現しました。

万人を対象にVDIシステムを構築・運用
してきた実績と豊富なノウハウを持って
幅広いお客さま層に適したソリュー
おり、

としても関心が高まっています。
企業は今後、従業員の利便性や生
産性を高めるだけでなく、
育児や介護に

ションを提案しています。
ユースケース3

ワークスタイル変革コンサルティング

よって職場を一時的に離れる人財も継
ユースケース2

ネットビジネスにおける個客への最適アプローチ

続的な戦力と位置づけ、
働き続けられる

女性の活躍・育児支援・介護支援・

環境を維持していく視点が必要です。

グローバル化対応といった時間あたりの

ネットショッピング普及による店舗と

そのためにもモバイルワークや在宅勤

価値最大化をめざすワークスタイル変

ECの融合や個客マーケティングの強

務など、新しい働き方の選択肢を用意

革に対し、全社での試行・IT基盤の見

化をめざしていたお客さまに対し、
日立

するワークスタイル変革の推進が企業

直し・社内展開シナリオといった問題解

はスマートフォンのアプリケーションを活

成長に欠かせない要件となっているの

決のコンサルティングにより、
お客さまに

用し、個客のコミュニケーション情報とリ

です。

最適なIT戦略を立案しました。

アルな購買行動を多面分析する仕組

日立は
「VDIソリューション」
としてIT

みを提案。大量データの高速分析か

環境の整備だけでなく、新しい働き方

ら、個客に適したタイミングでのアプロー

の実現に不可欠な社内制度の見直し

チを実践しています。

や意識改革などの上流コンサルティン

オフバランスとIT投資抑制をめざす

グも含めてトータルに支援する
「日立

お客さまの経営課題に対し、
日立は自社

クライアント統合ソリューション」
を提供

の大規模VDI構築・運用のノウハウを

します
（図2）。

生かした
「かんたんPrivateDaaS」
を提

■ グループ社員約9万人を対象とした
VDIの構築・運用実績を保有

案。
お客さま指定のセンターに設置した

「VDIソリューション」を基盤とした
「日立クライアント統合ソリューション」
これまで、情報漏えいを防ぐセキュリ
ティ対策や管理効率向上を目的に導入
が進んだVDIシステムですが、
現在はそ

ユースケース4

サービス利用型VDIソリューション

プライベートなDaaS環境を月額支払い

れに加えて、労働人口の減少やダイ

具体的には、株式会社日立コンサル

で利用可能なサービスにより、VDI基盤

バーシティ、
グローバル化対応といった

ティングや協業する株式会社テレワー

の稼働維持管理、運用サービスを提

時間あたりの価値最大化をめざすワー

クマネジメントの専門コンサルタントが、

供。
お客さまの運用管理を支援し、
安定

クスタイル変革を実現するソリューション

お客さまの社内の意識・制度改革や

稼働を実現しています。
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Solution

ユーティリティ

マネジメント

サービス

運用コストを低減する
「クラウド・マネージドサービス」

リースし、
3種類のクラウドの柔軟な連携を

Utility Management Service」
（以下、

実現しました。
また、
統合システム運用管

S U M S ）や 、日立 が 持 つ 各 種ミドル

グローバルビジネスの拡大や新規事

理
「JP1」
を適用することでマルチクラウド

ウェア製品や関連オープンソースソフト

業の立ち上げに際し、
企業は初期投資

環境の一元管理が可能となります
（図3）
。

ウェアをお客さまの目的に合った形で

の抑制や短期間でのシステム構築を可

フェデレーテッドポータルサービスで

組み合わせ、構築と運用を従量課金で

能とするクラウド活用を本格化させてい

は、
AWSやMicrosoft® AzureTMなど、

提供するデータ連携統合基盤サービ

ます。
しかし、
データの機密性やシステム

管理画面や操作方法が異なるクラウド

ス
「Hitachi Integrated Middleware

の堅ろう性、
コストメリットなどに合わせ

を1つの画面から一元的に管理でき、
契

Managed Service」
を用意。適正な

た適材適所のクラウド活用を進めるに

約・運用・監視といったさまざまな業務

コストで、お客さまのイノベーションを

は、
それぞれで異なる運用管理業務が

をワンストップで実行できます。
これによ

支えるスピーディーなシステム開発と

大きな課題となっていました。

り、業務アプリケーションの特性に合わ

柔軟な運用をサポートしています。

■ 複数クラウドを適材適所でつなぐ
フェデレーテッドクラウド

せた柔軟なクラウド利用や、複数のクラ
ウド上に配置された業務アプリケーショ

そこで日立は2014年8月、
業界に先駆

ンの効率的な運用管理を実現し、
IT投

ける形で、
お客さまのプライベートクラウ

資全体の最適化を図ることができます。

ド、
日立が運用するマネージドクラウド、

■ IT投資全体の最適化を
トータルに実現

インテグレーテッド

マネージド

TM

や
Amazon Web Services （AWS）

ミドルウェア

サービス

ユースケース5

お客さまサービスの品質向上をめざした
最適クラウドサービスの活用

あるお客さまではITライフサイクルコス
トの最適化を図る一方で、IT利用者へ
のサービスの品質向上をめざしていまし

Microsoft® AzureTMなどのパートナー

他のクラウドと比較してコスト負担の

た。
これに対して日立は、利用登録デー

クラウドを一元的に監視・運用できる

大きいプライベートクラウドに対しても、
お

タベースや認証基盤といったクリティカル

「フェデレーテッドクラウド」
を提唱。2015

客さまセンターに日立資産のストレージ

なシステムはオンプレミスで運用しつつ、

年6月には、そのコンセプトを実現する

環境を設置する従量課金プライベート

Webサーバや監視サーバ、
VOD※4など

「フェデレーテッドポータルサービス」
をリ

ストレージ

クラウド型ストレージサービス
「Storage

のシステムは高信頼な日立のマネージド
クラウドで、
またピーク時対応にはAWS

お客さまシステムに応じた各種クラウドをワンストップで提供
フェデレーテッドポータルサービスで異なる３つのクラウド連携を実現
︵個別要件︶

適所のハイブリッドクラウドを提案。
フェデ

フェデレーテッドポータルサービス
基幹系システム金融庁管轄

プライベートクラウド(お客さま)
社内重要システム
ＥＲＰ／ＣＲＭ
・クラウド連携
・マイグレーション
・監視・運用

日立の
マネージドクラウド
部門サブシステム

日立のマネージドサービス

パートナークラウド

（Ｓｔｏｒａｇｅ Ｕｔ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔｙ ＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｅｒｖ
ｉ
ｃｅ）

社外秘

（Ｈｉ
ｔａｃｈ
ｉＩ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｍｉ
ｄｄ
ｌ
ｅｗａｒｅ ＭａｎａｇｅｄＳｅｒｖ
ｉ
ｃｅ）

図3 日立のフェデレーテッドクラウドの概要
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プライベートクラウド型
ストレージサービス

IT運用のコスト削減による事業ポート

フェデレーテッドポータルサービス＆ＪＰ１で
ハイブリッドクラウド環境を管理
秘

お客さまの運用負担を低減しました。

ユースケース6

・データ連携統合基盤サービス

社内ＯＡシステム
（企業ポータル／グループウェア）

開発・検証機

レーテッドポータルサービスの適用で

※4 Video On Demand

・従量課金プライベートクラウド型
ストレージサービス

ＤＢサーバ
Ｗｅｂサーバ

やMicrosoft® AzureTMを利用する適材

極秘

（機密性）

フォリオ改革を進めていたあるお客さま
では、
自前のIT資産やSIをサービス活用
へシフトする一方、IT担当者の本業回
帰を構想していました。
そこで日立は、
お

プラットフォームソリューション

特集

客さまセンター内に日立資産のストレージ

る各工程で信頼性や高付加価値の作

多額の固定費やカスタマイズ費用が必

を維持・運用管理業務も含めて従量課

り込み、徹底した品質管理体制の構築

要な既存システムから脱却し、
IT資産を

金で使えるSUMSを提案。既設の他社

など、
日立ならではの
「モノづくり」
で、
お

持たないクラウド活用にシフトすれば、
戦

ストレージもSUMSへ取り込む提案で、

客さまシステムの安定稼働による事業

略的なIT投資に必要な原資を確保す

ストレージ資産をオフバランスし、
総資本

継続を支えています。

ることができます。
この新たなIT予算の

利益
（ROA※5）
の改善に貢献しました。

※6 米国特許第6,721,841号 取得済
※7 米国特許第8,880,830号、
米国特許第8,918,609号 取得済

捻出を支援するのが、高信頼な日立の

※5 Return On Assets

マネージドサービスや、多種多様なクラ
ウドサービスを適切なコストで活用できる

ソリューションを支える
高信頼なプラットフォーム製品

攻守一体の強固なIT経営を
日立とともに

お客さまのビジネス成長とイノベーショ

特集冒頭にも述べたように、
いま日本

「フェデレーテッドクラウド」
です。
一方、
「攻めのIT経営」
を支援する代

ンを加速するため、
日立はサーバ、
スト

の企業にはIT経営を
「守り」
から
「攻め」

表的なソリューションとなるのが、多様な

レージ、
ミ
ドルウェア、
ネットワークなどの継

に転じ、企業の付加価値向上やグロー

リアルタイムデータを活用し、
新たな知の

続的な強化を図っており、付加価値の

バル市場での競争力強化を図ることが

創造と迅速な意思決定に役立つ
「IoT

高い高信頼なITプラットフォーム製品を

必要です。言い方を変えるなら、
かつて

ソリューション」
、
変化を先取りしたワーク

開発・提供してきました。

のような
「IT＝現場の業務効率化の道

スタイル変革を実現する
「日立クライアン

その中でも、
ビジネスをつなぎ、新しい

具」
という認識を改め、
「IT＝イノベーショ

ト統合ソリューション」
といえます。
このほ

価値を発見できる新ミッドレンジストレー

ンの実現を早め、
他社優位性を確保す

かにも日立は、
お客さまのさまざまな経営

ジとして開 発されたのが 、H i t a c h i

るための重要な経営資源」
ととらえる発

課題を解決し、
ビジネスモデルの革新を

想の転換が求められているのです。

支援するプラットフォームソリューションを

バーチャル

ストレージ

プラットフォーム

Virtual Storage Platform（以下、

そのために、限られた予算内でのIT

多数用意しています。攻守一体の強固

G800/G600/G400/G200/G100」
です。

投資構造の改革が急務となる中で、課

なIT経営をグローバルに展開していく

ハイエンドモデルVSP G1000搭載のスト

題解決に貢献するのが日立のプラット

パートナーとして、
今後もお客さまを強力

レージ基本ソフトウェアを全モデルに適

フォームソリューションです。例えば、

に支援していきます
（図4）
。

VSP）
ミッドレンジファミリー「 V S P

用し、
先進的な仮想化機能を中小規模

お客さまのビジネス課題解決や価値創出につながるソリューションを提供

システムでも実現。異機種の複数スト

攻めのIT
守りのIT
プラットフォームソリューション

レージ装置を仮想的な１つのストレージ
装置としてみせ、運用管理を一元化で

Ｉ
ｏＴソリューション

きる※6ほか、
アクセスが集中しているデー

日立クライアント
統合ソリューション

クラウド・
マネージドサービス

統合プラットフォーム

タを高速なフラッシュ媒体へリアルタイム
※7
に移動できる新技術
「active ﬂash」
も

搭載しています。
このほかのITプラットフォーム製品に

サーバ

ついても、
日立は製品化サイクルにおけ

ストレージ

ソフトウェア

ネットワーク

Ｍ２Ｍ通信基盤

図4 攻めと守りのITを支えるプラットフォームソリューション

お問い合わせ先

（株）
日立製作所 ITプラットフォーム事業本部
http://www.hitachi.co.jp/products/it/portal/support/contact/

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