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決め手となりました」
と語ります。
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最新のリソースを柔軟に活用した 攻め
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旭ファイバーグラス
AMO＊1センター
（ERP6.0保守運用）

面倒な作業やテープの管理がなくなり、
運
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と宮崎
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クラウドの柔軟性を生かした
攻めの経営に

ネットワークスイッチ

ネットワークスイッチ

基幹システムをHitachi Cloudへ移行
したことで、
旭ファイバーグラスは当初の目

ＳＡＰ®・周辺システム
本番稼働

的だったBCPの強化とともに運用の標準

検証環境

化とコストの平準化も実現。周辺システム

FalconStor＊2

・・・

開発環境

データセンター
（湘南工場）

・・・

となるメールサーバやファイルサーバにつ

クラウド環境

いても、
それぞれハードウェアを更改する
タイミングでクラウドへ統合し、
さらなるコス
トメリットの追求と運用負荷の低減を図る
予定です。

DR稼働

将来構想

FalconStor＊2

・・・

クラウド環境
（災対サイト）

「次なるテーマは、
他の地域にあるデー
タセンターと結んだDR環境の構築です。

＊1 Application Management Outsourcing
＊2 災害対策・事業継続計画に強みがあるバックアップ
ツール

旭ファイバーグラスに導入されたシステムの概要

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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