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zettabytes of data by 2025
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Fact:

feel cloud backups are the 
cloud provider’s job



of all companies will adopt 
hybrid IT environments*

Cloud cost growth YoY
in Fortune 500**
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Failure to meet required capture of 
electronic communications

GDPR finally resulting in fines
for non-compliance 

Total GDPR non compliant 
fines until August 2019
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データの増大 ハイブリッドクラウド
複雑化

新たな脅威 データ規制
コンプライアンス

グローバルエンタープライズカスタマーの共通課題
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HCIでの
ミッションクリティカルシステムの運用について

2019年11月20日
富士通株式会社
システムプラットフォーム事業本部）統合商品事業部
加藤 浩晃
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HCIシステムについて
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◼HCIの市場ポテンシャル(IDC Japan) ◼HCI製品の特長(弊社例)

富士通のインテグレーション技術をベースに、
設計済み・最適化された
ハイパーコンバージドインフラストラクチャー

簡単
初期構築
増設作業

安心
運用管理ツール

ワンストップサポート

柔軟
スケールアウト

自動構築

◼富士通HCI製品の主なラインナップ



基幹業務へのHCI適用について(富士通の取り組み)
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◼ PRIMEFLEX for VMware vSAN
SAP HANA®のプラットフォーム認証を取得

◼ 1ミリ秒未満の応答性能、一貫したIOPS

◼ 従来のストレージに比べてTCOを50%削減

◼ コスト効率に優れた仮想マシンの高集約性と、
最大6TBメモリの仮想マシン構成サポート

◼ 安心の24時間365日のワンストップサポート

◼ 富士通ミッションクリティカルサポート for VMware

◼富士通 ＆ VMwareによる専任体制

◼優先エスカレーション

◼ vSphere6.7の2026年3月までの延長サポート



ミッションクリティカルシステムで重要なことは
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データマネジメント



Veritasによる解決策
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データマネジメント

パッチ適用関連

PRIMEFLEX for VMware vSAN

APサーバDBサーバ

Windows Windows

SAPシステム構成イメージ

OS/SAP監視 vRealize
Operations

Zabbix

ISM

運用
管理

SAP
システム

サーバ



効果は？
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安心したデータマネジメント

運用負荷軽減



運用負荷軽減のユースケース
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仮想化基盤の統合に伴いバックアップサーバが100台以上に増加

⇒ NetBackupで25台に削減、1箇所で集中管理し運用負荷軽減

サーバ数を
4分の1に削減

性能確保のため100台以上の
バックアップサーバが必要

製品仕様上、統合管理ができず
バックアップサーバを１台ずつ管理

富士通の性能検証データを元に
25台のサーバで必要性能を確保

NetBackupの採用により
バックアップサーバの統合管理を実現

お客様が悩んでいた当初の案 採用された富士通の提案

100台以上の
バックアップサーバ

100台のバックアップサーを
1台ずつバラバラに管理

サーバ仮想化基盤 (1,000システム以上) サーバ仮想化基盤 (1,000システム以上)

バックアップサーバ
25台で性能確保

1箇所で集中管理し
運用負荷を軽減

Veritas
NetBackup

バックアップ
ソフトウェア

集中管理により
運用負荷を軽減

このままだと
運用しきれない



富士通のVeritas NetBackupのご支援体制

富士通のVeritas NetBackupサポートサービスはワンストップサポート、高い
折り返し率、Veritas社との連携により、高品質を実現

7/ 8

富士通は米国、欧州、アジアなど世界数十カ国で
Veritas製品を販売。担当者から経営層までレベルごとに
定例ミーティングを実施しており、サポート体制を強化

富士通サポートに寄せられるトラブルのうち
95%以上は富士通内で解決。複雑なトラブル
はVeritas社と連携し迅速な問題解決を実現

OSやハイパーバイザ、ハードウェアとの連携など
複合要因が疑われる障害では、各専門の
エンジニアが連携分析しワンストップでサポート

富士通 Veritasお客様

95%以上

5%未満

障害

高い折り返し率による迅速な問題解決

ワンストップによる多角的な原因分析

問合せ

Veritas社との連携による強固な体制

Veritas製品担当

OS/ハイパーバイザ担当

ハードウェア担当

問合せ

富士通
お客様

調査結果



まとめ

◼HCIはすでにミッションクリティカルシステムでの適用まで進んでいます。

◼ ミッションクリティカルシステムで重要なことはデータマネジメント。

◼安心・効率化を実現するデータマネジメントはVeritas製品の採用で解決。
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加藤 雄一朗

データ保護ソリューション
ランサムウェア攻撃からのバックアップデータ保護
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組織が直面している状況…

• ランサムウェアの被害額

$20 billion by 2021

• ランサムウェア攻撃の頻度

every 40 seconds in 2016

• ランサムウェアの標的となった71%の組織が
最終的に感染

• バックアップデータも攻撃の標的とする

Destruction of Service (DeOS) 攻撃
の登場

Backup data is 
no longer safe..(Source: Veritas Technologies, Cybersecurity Ventures)

Datacenters 
been attacked 
every 40 sec $20 billion
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システム復旧の要となる
バックアップデータを守る

ホストアクセス不可で守る
多世代保持で守る

1

既存の
バックアップシステムに

アタッチ可能
3

日々運用の
自動化2

データ保護ソリューション

New Data Protection
from Hitachi

感染を前提とするサイバーレジリエンス
の考え方を踏まえたデータ保護
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REFERENCE ARCHITECTURE

お客様サイト

Production 
Hosts

Storage 
Systems

JP1/VERITAS 
NetBackup

既存のバックアップシステム データ保護ソリューション

Hitachi Storage System

Protected area 
for backups

Management

JP1/VERITAS NetBackup  http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/jp1/product/jp1/list/nbu/index.html
Hitachi Storage Solution   http://www.hitachi.co.jp/products/it/storage-solutions/solution/dps/index.html
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既存のバックアップ運用
を維持しつつ、導入が可能1

バックアップサーバが感染しても
システム復旧を可能にし、
最大1024世代の複製で
長期潜伏にも対応

3

自動化されたワークフローで
運用コストを低減し、
作業ミスのリスクを低減

2

データ保護ソリューション

New Data Protection
from Hitachi

感染を前提とするサイバーレジリエンス
の考え方を踏まえたデータ保護
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日本電気株式会社

ワークスタイル変革で実現する社会価値創造
- NEC365とEnterprise Vault.cloud -

AIプラットフォーム事業部

部長 大塚 一弘

Veritas Vision Solution Day – Tokyo 2019
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企業都市

※1 出典：「2040年を見据えた社会保障の将来見通し－概要－」（内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000207398.pdf）

※2 出典：「『地域消滅時代』を見据えた今後の国土交通戦略のあり方について」（国土交通省国土交通政策研究所）
（http://www.mlit.go.jp/pri/kouenkai/syousai/pdf/b-141105_2.pdf）

※3 出典：「国勢調査」（総務省）、「日本の将来推計人口（出生中位・死亡中位推計、平成29年4月）」
（国立社会保障・人口問題研究所）
（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc141110.html）

※4 出典：「食品ロスの削減に向けて」（農林水産省）
（http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/161227_4-58.pdf）

社会の課題は

私たちの課題

世界人口の増加と都市部への人口集中が進むにつれ、

さまざまな場面で需要と供給のバランスを取ることが

難しくなっていきます。

こうした課題に加え、深刻な少子高齢化が進む「課

題先進国」の日本が、これからの未来、「課題解決先

進国」になるためには、自治体や特定の企業だけでは

なく、産官学民で共に課題へ取り組んでいく必要があ

ります。

生産年齢人口

約2,700
万人減※3

（1995→2040）

食品ロス

約646万t※4

（2015）

社会保障給付費

約1.6倍※1

（2018→2040）

消滅可能性都市

約50%※2

（2040）
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持続可能な社会の実現に向けて

7つの社会価値
創造テーマ

持続可能な社会の実現のために取り組む「7つの社会価値創造テーマ」を策定しました。

社会課題を起点にしている点でSDGsと親和性が高く、お客さまの課題解決と、

その先にある社会課題の解決に取り組むことで、

「安全・安心・効率・公平」という価値を提供していきます。

Work 
Style

＜労働生産性国際比較＞
先進7か国中25年連続最下位 働き方改革は経営課題
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NECにおけるワークスタイル変革の取り組み

働き方改革で生み出した価値をお客様へ、
そして社会へ
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NECの働き方改革領域での実績と「NEC 365」

100万ユーザ以上へのOffice 365、Microsoft 365の導入実績とノウハウ
お客様の働き方改革の実現を多角的、かつ継続的にサポート

様々なお客様への導入・運用ご支援実績

セキュリティの課題

システム運用上の課題

ユーザの利便性の課題

利活用促進の課題

膨大なノウハウをサービスとして

マイクロソフトと共同で開発

お客様にご提供
フルマネージド

働き方改革サービス

NEC 365

Microsoft 365 提供

設計・構築

運用・保守

利便性向上

活用促進

働き方改革の実現

課
題
を
解
決
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Enterprise Vault.cloudと組み合わせた働き方改革SLの強化

「NEC 365」サービスラインナップ

セキュリティ 運用 利便性向上 利活用促進

シングルサインオン
認証サービス

ファイル暗号化
サービス

ログ保存・分析

運用代行

ヘルプデスク

パッチ配信管理

ネットワーク
高速化サービス

階層型アドレス帳

テンプレート
サービス

Microsoft 365
ニュース

エンドユーザ
教育サービス

利活用相談
サービス

導入 アセスメント Office 365 設計・構築サービス

e-Discoveryサービス

Enterprise Vault.cloud™

監査・電子情報開示の生産性を向上

「NEC365」による働き方改革SLを強化
オンプレ資産をもつお客様のクラウドシフトもサポート

追加提案メニュー

「NEC 365」は5つのカテゴリで働き方改革実現に機能や情報を継続的に提供
Enterprise Vault.cloudの高速で正確な検索機能で働き方改革SLを強化
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パートナーとの強力な協業体制

Veritas Software時代からの四半世紀にわたる協業関係

自社PCおよびサーバにMS-OSを組込み製品化、PC・サーバ製品の市場シェア獲得
世界最大規模の基幹業務システムをSAP及びSQL Serverで構築し国内外で12万人
のグループ社員が活用

マイクロソフトとの関係構築は日本市場参入初期の1979年

1993年、当時社員60名*、マーク・レスリーCEOの時代から *NEC調べ

可用性
(Availability)

保護
(Protection)

インサイト
(Insights)

そして現在、三つの領域すべてで
OEM関係を強化
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お客様のビジネス成功へ
NECとVeritas が

ご支援いたします

強固なパートナーシップを活かし










