
PowerEdge第14世代のIAサーバ製品群。
サーバ製品

PowerEdge

優れた管理と自動化機能、ラック型、タワー型、モジュラー型、高集積型などの幅広いラインアップを提供。

ストレージ製品
ストレージ技術の登場からその歴史を牽引してきたEMCストレージ製品群。ミッション
クリティカルオールフラッシュのVMAX、高性能オールフラッシュアレイのXtremIO、マルチ
クラウド対応ユニファイドストレージのUnity XT、No.1※スケールアウトNASのIsilon。

VMAX/PowerMax/XtremIO/Unity XT/Isilon

幅広いラインアップを持ち、すべてのワークロードに対応。データストレージのニーズを合理化。

コストパフォーマンスに優れたクライアント製品群。

OptiPlex/Latitude/Precision
クライアント製品

ノート、デスクトップ、ワークステーションともに様々なワークスタイルにあったデバイスを提供。
働き方のトランスフォーメーションをより迅速に実現。

高可用サーバや水冷サーバなど豊富なラインナップを提供。
全国約400の保守拠点を持ち、7年間の長期保守対応の国産サーバ。

サーバ

工場ライン・自動倉庫などの制御系システムや各種監視系システムなど可用性の高いシステム基盤に
適用、埃や粉塵が気になる現場、オフィスや図書館、病院など音が気になる場所など様々なシーンに適用。

次世代ハイパーコンバージド製品。

NetApp HCI
ハイブリッド クラウド インフラ

NetApp製品との親和性に優れ、きめ細かなQoSによりパフォーマンス保証を必要とする
システムや災害対策、クラウド連携に最適。

重複排除に優れた多機能・高性能なハイパーコンバージド製品。
ハイパーコンバージド

HPE Simplivity

ハードウェアアクセラレーターの重複排除機能により効率的にデータを縮小し、
コストダウンを実現。データ保護や災害対策までワンストップで提供。

VxRail/XC Series
ハイパーコンバージド
シンプルで導入しやすいハイパーコンバージド製品。 VMware HCIアプライアンスのVxRail、業界で大きなシェアを誇るNutanixを統合したXCシリーズを用意。

クラウドストレージ（オブジェクトストレージ）を企業のファイルサーバ
（CIFS/NFS）として利用するためのクラウドストレージゲートウェイ製品。

Panzuraグローバルファイルシステム

HPE Aruba/Aruba Central/AirWave/ClearPass

クラウドストレージゲートウェイ

拠点間におけるファイル共有、複数サイトに分散するファイルサーバの統合、ファイルサーバの拡張・
クラウド化・DR/BCP対策など、様々なケースに適用。

幅広いラインアップのサーバ、ストレージ製品群。小規模から大規模環境までをサポート。

HITACHI 日立製品全般
サーバ/ストレージ/PC

長期保守対応モデル。
適切な設置環境で定期部品交換を実施することにより、最長10年間のハードウェア保守を提供。

HCI

クラウド

［Hyper-Converged Infrastructure］

専用ストレージOS「ONTAP」により、充実したデータ管理、
エンタープライズクラスの機能、容易なクラウド連携が可能なユニファイドストレージ。

NetApp FASシリーズ
ユニファイドストレージ

ファイルサーバ、仮想化基盤、VDI基盤、災害対策など企業で必要とされるあらゆるシーンに対応。

ミッドレンジからハイエンド、フラッシュストレージまでの豊富な製品群。性能
（スループット/IOPS）と容量をフレキシブルに拡張可能。

DDNストレージシステム
SFA 18KE/7990/ 200NV

大容量・超高速ストレージ

大学・研究機関のHPC、製造業を中心とするCAE解析、仮想化環境でのVDI、映像のストリー
ミング配信など様々な分野で実績あり。

HPE Storage Primera/3PAR StoreServ/Nimble Storage

様々なワークロードに対応する高性能なストレージを提供。AIによる障害・性能の予測分析
機能を搭載し、障害の未然防止・自動解決など高い可用性を実現したストレージ製品。

オールフラッシュストレージ/ハイブリッドストレージ

ミッションクリティカル分野、基幹システム、仮想化基盤、VDI基盤、災害対策など、企業で必要とするあらゆるシーンに対応。

ワークステーション
プロフェッショナルが求めるワークステーション。

HP Workstationシリーズ

11年連続国内シェアNo.1※。最新テクノロジーによる高い性能と信頼性を確保したデファクトスタンダード。

様々な業務や用途に対応し、業界No.1※の豊富なラインアップを提供。
世界標準のクライアント製品群。
PC

HP PC製品

サーバ
管理プロセッサを刷新した事によりファームウェアの改ざんを不可能にするなど、
高い信頼性を実現したIAサーバ製品群。

HPE Gen10 サーバファミリー

DLシリーズ（ラックマウント型）/MLシリーズ（タワー型）/BaladeSystem（ブレード型）
/Synergy（コンポーザブル）など利用環境に合わせた最適な製品を提供。

RPA ［Robotic Process Automation］

L2/L3スイッチ、無線LANアクセスポイント、
無線LANコントローラと多岐に渡る製品群。

有線スイッチ/無線LAN/SD-WAN/ネットワーク管理
病院から大学、自治体、民間企業など多業種での導入実績あり。ライフタイム保証付き、
かつスモールスタートにも最適。クラウドに統合されたネットワーク管理を実現。

ネットワーク

管理コンポーネントをクラウドサービス化し、従来の複雑なアーキテクチャをシンプルに変えるVDIソリューション。
また仮想デスクトップを含むデータ部分もクラウドサービスとして提供する｢Cloud VDI｣をラインアップとして提供。

Workspot VDI/Cloud VDI

Sysdig

次世代型VDIソリューション

VDIを驚くほどシンプルに提供することにより、様々な業界や企業規模に適用。複雑なVDI構築や運用
の工数を大幅に削減。Cloud VDIのGPUメニューでは、クラウド上で3DCADソフトの動作を実現。

大量データの処理や、単純作業の繰り返しに効力を発揮。
PC1台からスモールスタート可能。
2014年販売開始以来、4,000本を超える販売実績あり。

RPA（Robotic Process Automation）
純国産のRPAツール。Windows PC上で行うすべての手作業を
シナリオ化し、繰り返し自動実行させることができる。
シナリオ作成にプログラミング知識は不要で直感的な操作が可能。

NTTアドバンステクノロジ

液浸冷却システム

サーバ等の機器を冷却液に浸漬し、サーバ全体を効率的に冷却するよう設計され
た冷却システム。サーバシステムのTCO削減を実現。

サーバ機器の冷却システム

サーバの高性能化に伴うCPUやGPU等の高発熱密度問題を解決。空冷システムと比較し、冷却効
率を大幅に高め、冷却設備を含めたサーバシステムの消費電力や設置スペースの削減が可能。

富士通製品全般

運用系からバックアップ系まで幅広いラインアップを備えたサーバおよびストレージ製品群。
サーバ/ストレージ/PC

IAサーバは基幹システム、データベースシステム、ERPプラットフォーム、仮想化基盤など、
企業規模の大小に関わらず適用。ストレージは様々な用途に適用。

グループウェア

複数の企業、組織間でシームレスに情報連携が可能な企業向けサポートプラットフォーム。
自社の製品サポート、システムの保守サポート等の業務専用ポータルを提供。

サポートプラットフォーム
お客様サポートチーム内での対応状況を見える化し、
対応漏れ、重複対応を防止。各社専用サポートシス
テムを短期間で構築可能。

人工知能で、大量のテキストデータから必要な情報を自動仕分け・抽出する
ビジネスデータ分析支援システム。

ビジネスデータ分析支援システム

蓄積されるデータの利活用促進、情報仕分けに要する時間とコストの省力化。 Eメールを分析することで談合や退職の予兆などを検知可能。

独自開発の人工知能「KIBIT」を利用したメール監査システム。監査官の
調査手法を学習し、監査対象となる関連Eメールを自動で判断し抽出。

メール監査ソフト

AI ［Artificial Intelligence］

画像・テキスト・センサーデータなど非構造化データに対応した高速・軽量な機械学習アプリケーション。
機械学習アプリケーション

製造業での検品、人材仲介業のマッチング、機械の故障予測などに利用可能。

統合ログ管理、解析プラットフォーム。膨大で多種多様なログデータ
を有効活用し、マネジメントやマーケティングなどさまざまな利用シ
ーンで新たな価値を生み出すソフトウェア。

マシンデータ分析プラットフォーム
IoT、セキュリティ対策、システム運用、BI、予兆検知、リソース監視、原因
分析、影響範囲特定など様々な業務に対応。通信キャリア、金融、製造
など業界を問わず、広範なログ管理プラットフォームとして利用可能。

IoT ［Internet of Things］

ウイングアーク1st社で6,000社超、SCSKで約200社の導入実績。
クライアントライセンスフリーで、社員全員が使える情報活用基盤を提供。

データ分析・集計プラットフォーム
インメモリエンジンによる高速なデータ分析・集計プラットフォーム。1テーブル
あたり20億件までのデータ格納が可能で、数百億件のビッグデータの集計にも対応。

ユーザライセンスとサーバライセンスあり。サーバライセンスを購入することで、ユーザフリーで利用
可能。オンプレ、クラウド版あり。PoCの提案やスモールスタートでの提案も可能。

分析ダッシュボード
企業を進化させる統合情報活用基盤。複数のデータを組み合わせた集計・分析環境をノン
プログラミングで構築可能。多様な分析を実現する30種類のチャートを標準で提供。

今までBI未導入のカジュアルユーザ、ポテンシャルユーザ（エンドユーザ）向け。

ビジネスインテリジェンスツール
セルフサービス型データ分析プラットフォーム。エンドユーザでも手軽に、ビジュアルに
優れたアプリケーションを容易に作成でき、より柔軟で多角的な視点からの分析を実現。

BI ［Business Inteligence］

ツールを使いこなすITスキルを持ち、様々な角度からデータ分析を自分で行いたい
パワーユーザ（IT部門）向け。

ビジネスインテリジェンスツール
連想型高速インメモリデータ分析プラットフォーム。
「連想技術」と「インメモリ」という最大の特長を生かし、社内に散在するあらゆる
情報を、ユーザが自由自在に使えるような形で提供。

ＥＤＩで用いられる通信手順、フォーマットを幅広くサポート。オプションが豊富で、
文字コード変換やフォーマット変換、Web-EDIの自動化などにも利用可能。
自動スケジュール機能により自動運転も実現。

データ連携アプリケーション
取引先の追加やメッセージの追加が迅速かつ容易に実現
可能。ASPで多数採用されており、ミッションクリティカル
なシステムの構築が可能。

ACMS

［Electronic Data Interchange］EDI

高生産性の開発ツール、システム間連携の自動化、マスタ統合、分析のためのデータ収集、
メールの送受信、BPMワークフローの連携などに対応。

データ連携ツール
DB、ファイル、国内外の主要な各種アプリケーション、パブリッククラウドとの
連携用アダプタが豊富な国産データ連携（EAI）ソフトウェア。
GUIでつなぐだけで連携プログラムの個別開発は一切不要。

SAPへのデータ投入および、SAPからのデータ取得・抽出が可能。

SAP接続用アダプタ （ASTERIA用）
SAP連携用のASTERIA専用アダプタ。
BAPI/RFC、IDOC/ALEおよび、SAPクエリ/テーブルに対応。

ASTERIA ERP Adapter for SAP

SAPへのデータ投入および、SAPからのデータ取得・抽出が可能。

SAP接続用アダプタ （DataSpider用）
SAP連携用のDataSpider専用アダプタ。
BAPI/RFC、IDOC/ALEおよび、SAPクエリ/テーブルに対応。

DataSpider ERP Adapter for SAP

データ連携ツール

金融機関や報道機関のミッションクリティカルなシステムでの採用他、業種・業界問わず幅広い実績あり。
（現在までに7,700社超導入）
※出典：テクノ・システム・リサーチ「2018年ソフトウェアマーケティング総覧  EAI/ESB  市場編」より

国内シェアNo.1※のデータ連携ソフト。各種データベース、通信プロトコルに
対応する汎用データ連携サーバによって、社内外の様々なシステムと簡単に
接続・連携することが可能。

［Enterprise Application Integration］EAI/

製造、金融、流通など各業界の大規模システムをはじめ、2,000coreを超える導入実績と
4,000ケースを超える独自サポートナレッジを保有。

アプリケーションサーバ
企業向けオープンソース・アプリケーションサーバ。
最新のJava EEの仕様に準拠し、標準でクラスタリング機能、メッセージング機能、
キャッシュ機能、次世代アプリケーション開発フレームワークなどが利用可能。

［Application Server］APサーバ
Oracle WebLogic Server

パブリッククラウド上で、JBoss Middleware製品を
使用したいお客様に最適。（４Core1ユニットが最小構成）

アプリケーション基盤
拡張性の高いJava EEのアプリケーション基盤。お客様のビジネス拡張、
システム拡張に合わせて、共通アプリ基盤として活用可能。

1999年にWebLogic国内初の代理店となり、20年に渡る製品取扱実績とノウハウを有し、
10,000ケースを超える独自サポートナレッジを保有。

アプリケーションサーバ
高性能、高信頼性で、拡張性に優れた企業ITシステムを構築するための
アプリケーションサーバ。最新のJava EE標準に準拠し、企業システム内
およびシステム間において高品質のサービスを実装するための機能を提供。

日本オラクル

＆

標的型攻撃対策、人的ミスなどによる内部からの情報漏洩対策や、社外との安全な情報共有に利用。
金融業界や官公庁を始め、様々な業種で企業規模問わず100社以上に導入。

ファイル暗号化ソフトウェア
様々な電子ファイルをIRM（Information Rights Management）で自動保護し、人に依
存せず操作感を変えることなく暗号化を実現、機密情報の漏洩を防止するソフトウェア。

データ管理

3年連続シェアNo.1※。ファイルサーバの容量増大の対策、またアクセス権管理強化に対応。

ファイル管理ソフトウェア
ファイルサーバの見える化・ファイル整理によるスリム化・アクセス権の正常化に
より、情報共有の促進・リスク対策・コスト最適化を実現するソフトウェア。

※出典：ITR「ITR Market View：ファイル共有・転送市場2016/2017」

マルチサイト・マルチベンダー・マルチクラウド環境下での
データ管理、ファイルコラボレーション、データ移行を実現するソフトウェア。

ファイル共有 /データ移行ソフトウェア

既存のストレージ環境を活用しながら、ファイルコラボレーションや異なるドメイン間でのプロジェクト
ファイル共有を実現。また特徴あるファイルサーバのデータ移行をサポート。

PeerGFS/PeerSync

ストレージに求められる信頼性、性能、コスト全ての要素で圧倒的優位を誇る究極のストレージ。
ハイブリッドストレージシステム

ストレージ統合、クラウド基盤（パブリック、プライベート）、IoT/ビッグデータやマニュファクチャ
リング領域などの幅広いシーンに対応する大容量ストレージ。

Infinibox

金融をはじめとする各種産業や官公庁など、
業種、企業規模を問わず幅広く導入。

運用管理ソフトウェア
国内シェアNo.1※のシステム運用管理ソフトウェア。「Intelligence」「Monitoring」
「Automation」「Governance」の4つの分野で多様なニーズに対応。JP1HITACHI

大量イベントの高速処理による監視効率の向上が見込める他、多種多様な監視モジュールによる
イベントの統合管理を実現。

ログ監視ツール
統合監視ソリューション。ビジネス・サービスやアプリケーションが
中断することなく適切な効率で稼働することを保証するための監視システム。

IBM Netcool

高い信頼性を求められる金融業界において多数の実績。

監視・監査ソリューション
データベースのリアルタイム監視・監査ソリューション。
データベースへの全てのアクセスを監視することにより、個人情報や機密情報
を保護し、強固なデータベースセキュリティを実現。

IBM Guardium

大手信託銀行をはじめとする大規模運用センターにて導入実績あり。

ＲＢＡ（Run Book Automation）
柔軟性の高いプロセスワークフローエンジンを搭載したRBA製品で、
手作業によって行われているシステムの運用オペレーションをワークフロー化。
様々なIT運用作業に対応するカスタマイズ機能（画面・プロセス設計）を提供。

NetIQ Aegis

データセンターや金融・製造・流通・通信など、幅広い業種・規模の運用センターにて多様な実績あり。

ＲＢＡ（Run Book Automation）
サーバ・ストレージ・ネットワークの機器設定作業、ID 発行、インシデント管理、障害復旧な
ど幅広い領域に使用可能なテンプレートを数多く提供する汎用性の高いRBA製品。

Operations Orchestration

テスト自動化ツールの業界標準として、金融・製造・流通・通信と幅広い業種・規模のシステム開発
プロジェクトで国内外に多くの実績あり。

テスト自動化ツール
アプリケーション機能テストの自動化を実現するツール。システム開発において繰り返
し発生する煩雑なテスト作業を効率化することにより人的リソースの有効活用を実現。

Unified Functional Testing

Windowsサーバを運用しており、システム監視を実施していない環境へ推奨。
対象1台から導入できるため、スモールスタートが可能。

システム監視ツール
Windowsサーバ上で、広範囲で深い監視を提供できる
強力な統合アプリケーション監視システム。

NetIQ AppManager

運用監視/管理

領収書、ピッキングリスト、作業報告書などの電子化による工数削減で、業務効率化を実現。

電子帳票活用システム
ペーパーレス化を実現する電子帳票管理プラットフォーム。PDF帳票を安心・安全に
保管でき、必要にあわせた素早い検索で、ドキュメントを探す手間や煩雑さを解消。

※出典：テクノ・システム・リサーチ、2019年8月

BRMS ［Business Rule Management System］
Progress

金融業界を中心に500社を超える導入実績。ユーザフレンドリーな開発ツールで、業務サーバ
と開発者によるアジャイル・スクラム開発プロジェクトに最適。

ビジネスルール管理システム
人工知能研究より生まれた「推論エンジン」を搭載するBRMS製品。
内部設計と製造が一体化され、システム開発工数の大幅な削減を実現。

国内シェアNo.1※のBRMS製品。アプリケーションに組み込みやすい柔軟なアーキテクチャ。

ビジネスルール管理システム
オープンソースソフトウェアで提供される唯一のビジネスルール管理システム。
業務効率の大幅な改善、属人化するビジネスルールの可視化、判断ミス防止への
効果あり。迅速な意思決定の自動化を実現。

大手製造業や金融業など業界を問わず、導入実績あり。業務ユーザによるルールの運用管理により、業務スピ
ードの向上だけでなく、人件費の削減にも貢献。ルールの変更反映が１週間から１時間に短縮した実績あり。

ビジネスルール管理システム
業務ユーザの運用管理を最大限に考慮したBRMS製品。
Office製品ライクなUI、ユーザの声を反映させた製品開発により、ITスキルを
問わない運用管理を実現。

製造業、国内サービス業、大手グローバル金融機関等、業界問わず、ユーザ多数。保険業界では
商品発売サイクルを1/6に短縮し、年間での新商品発売数を5倍に増加させた実績を有する。

ビジネスルール管理システム
商品情報と業務規則の統合管理が可能な商品管理に特化したInnoRulesのオプション
製品。複雑な商品構造を持つ製品やサービスの開発・管理をシンプルかつ簡単にする
製品。商品開発スピードの向上や、商品データの運用・管理コストの削減の課題を解決。

（InfoCage FileShell）

※出典： ITR 「ITR Market View：システム連携／統合ミドルウェア市場 2017」

※2018Q1のPC出荷台数において世界シェアNo.1  出典：IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 2018Q1

※出典：『IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, Q3 2017』（2017年11月） ‒ ベンダー売上

※2008 ～ 2018年、出典：IDC’s Worldwide Quarterly Workstation Tracker Share by Company, 2019 Q1

HPE IceWall SSO

サイバーリーズン・ジャパン エンドポイント型セキュリティプラットフォーム
AIエンジンをベースに標的型攻撃などの高度なサイバー攻撃を検知・
防止。また専門アナリストによる監視サービス(マネージド・セキュリティ
・サービス)の提供及びランサムウェアやファイルレスマルウェア対策
の次世代アンチウイルス「NGAV」機能も搭載。

PC、サーバのセキュリティ対策として利用。専門アナリストによる
リアルタイム監視・一次解析・解決方法提案などにより、セキュリティ
担当者の運用負荷を大幅軽減。製造業、金融業など様々な業界に
て導入。SCSKで19,000ライセンス導入済。

セキュリティ

セキュリティ認証・アクセス管理

イントラネットの認証他、クラウドサービスとの認証連携など様々なアクセスデバイスへの対応
可能。SCSKにて販売、構築、保守まで一貫したサポートを提供。

国内シェアNo.1※のシングルサインオンを実現するソフトウェア。

業界問わず採用実績有。100台から導入が可能。

次世代アンチウィルス（NGAV） 型検知・インシデント対応ツール。
検知率98％（メーカー公表値）以上で従来型のアンチウィルスの検知率を大幅
に上回る。メモリーアタック等の非マルウェアの検知・対処もカバー。

Carbon Black
クラウド型ウィルス対策ソフト
Carbon Black

※出典：ミック経済研究所「個人認証・アクセス管理型セキュリティソリューション市場の現状と将来展望　2018年度版」

アプリケーションのアーキテクチャに関係なく、あらゆるインフラストラクチャで、オンプレミス、
仮想化、プライベートクラウド、パブリッククラウドのいずれにも容易かつ短時間でアプリケーション
の構築、開発、デプロイが可能。

コンテナプラットフォーム
コンテナアプリケーションプラットフォーム。
エンタープライズ用途で必要となる、コンテナ化されたアプリケーションの
ビルド・実行・管理を実現。

コンテナ技術

Globalで300社を超える導入実績。ブラックボックス化した膨大なコンテナ環境を可視化。
状況はGUIで表示・設定可能で、検知したセキュリティ・イベントを解析。オンプレ版・クラウド
版を選択可能。

コンテナモニタリング・セキュリティ
コンテナ環境のモニタリング・セキュリティプラットフォーム。
OSのシステムコールを可視化する特許技術により、コンテナ内部やコンテナ間
の通信状況をモニタリング。脆弱性の発見やサイバー攻撃など異常検知も実現。

サーバ/ストレージ/PC



PowerEdge第14世代のIAサーバ製品群。
サーバ製品

PowerEdge

優れた管理と自動化機能、ラック型、タワー型、モジュラー型、高集積型などの幅広いラインアップを提供。

ストレージ製品
ストレージ技術の登場からその歴史を牽引してきたEMCストレージ製品群。ミッション
クリティカルオールフラッシュのVMAX、高性能オールフラッシュアレイのXtremIO、マルチ
クラウド対応ユニファイドストレージのUnity XT、No.1※スケールアウトNASのIsilon。

VMAX/PowerMax/XtremIO/Unity XT/Isilon

幅広いラインアップを持ち、すべてのワークロードに対応。データストレージのニーズを合理化。

コストパフォーマンスに優れたクライアント製品群。

OptiPlex/Latitude/Precision
クライアント製品

ノート、デスクトップ、ワークステーションともに様々なワークスタイルにあったデバイスを提供。
働き方のトランスフォーメーションをより迅速に実現。

高可用サーバや水冷サーバなど豊富なラインナップを提供。
全国約400の保守拠点を持ち、7年間の長期保守対応の国産サーバ。

サーバ

工場ライン・自動倉庫などの制御系システムや各種監視系システムなど可用性の高いシステム基盤に
適用、埃や粉塵が気になる現場、オフィスや図書館、病院など音が気になる場所など様々なシーンに適用。

次世代ハイパーコンバージド製品。

NetApp HCI
ハイブリッド クラウド インフラ

NetApp製品との親和性に優れ、きめ細かなQoSによりパフォーマンス保証を必要とする
システムや災害対策、クラウド連携に最適。

重複排除に優れた多機能・高性能なハイパーコンバージド製品。
ハイパーコンバージド

HPE Simplivity

ハードウェアアクセラレーターの重複排除機能により効率的にデータを縮小し、
コストダウンを実現。データ保護や災害対策までワンストップで提供。

VxRail/XC Series
ハイパーコンバージド
シンプルで導入しやすいハイパーコンバージド製品。 VMware HCIアプライアンスのVxRail、業界で大きなシェアを誇るNutanixを統合したXCシリーズを用意。

クラウドストレージ（オブジェクトストレージ）を企業のファイルサーバ
（CIFS/NFS）として利用するためのクラウドストレージゲートウェイ製品。

Panzuraグローバルファイルシステム

HPE Aruba/Aruba Central/AirWave/ClearPass

クラウドストレージゲートウェイ

拠点間におけるファイル共有、複数サイトに分散するファイルサーバの統合、ファイルサーバの拡張・
クラウド化・DR/BCP対策など、様々なケースに適用。

幅広いラインアップのサーバ、ストレージ製品群。小規模から大規模環境までをサポート。

HITACHI 日立製品全般
サーバ/ストレージ/PC

長期保守対応モデル。
適切な設置環境で定期部品交換を実施することにより、最長10年間のハードウェア保守を提供。

HCI

クラウド

［Hyper-Converged Infrastructure］

専用ストレージOS「ONTAP」により、充実したデータ管理、
エンタープライズクラスの機能、容易なクラウド連携が可能なユニファイドストレージ。

NetApp FASシリーズ
ユニファイドストレージ

ファイルサーバ、仮想化基盤、VDI基盤、災害対策など企業で必要とされるあらゆるシーンに対応。

ミッドレンジからハイエンド、フラッシュストレージまでの豊富な製品群。性能
（スループット/IOPS）と容量をフレキシブルに拡張可能。

DDNストレージシステム
SFA 18KE/7990/ 200NV

大容量・超高速ストレージ

大学・研究機関のHPC、製造業を中心とするCAE解析、仮想化環境でのVDI、映像のストリー
ミング配信など様々な分野で実績あり。

HPE Storage Primera/3PAR StoreServ/Nimble Storage

様々なワークロードに対応する高性能なストレージを提供。AIによる障害・性能の予測分析
機能を搭載し、障害の未然防止・自動解決など高い可用性を実現したストレージ製品。

オールフラッシュストレージ/ハイブリッドストレージ

ミッションクリティカル分野、基幹システム、仮想化基盤、VDI基盤、災害対策など、企業で必要とするあらゆるシーンに対応。

ワークステーション
プロフェッショナルが求めるワークステーション。

HP Workstationシリーズ

11年連続国内シェアNo.1※。最新テクノロジーによる高い性能と信頼性を確保したデファクトスタンダード。

様々な業務や用途に対応し、業界No.1※の豊富なラインアップを提供。
世界標準のクライアント製品群。
PC

HP PC製品

サーバ
管理プロセッサを刷新した事によりファームウェアの改ざんを不可能にするなど、
高い信頼性を実現したIAサーバ製品群。

HPE Gen10 サーバファミリー

DLシリーズ（ラックマウント型）/MLシリーズ（タワー型）/BaladeSystem（ブレード型）
/Synergy（コンポーザブル）など利用環境に合わせた最適な製品を提供。

RPA ［Robotic Process Automation］

L2/L3スイッチ、無線LANアクセスポイント、
無線LANコントローラと多岐に渡る製品群。

有線スイッチ/無線LAN/SD-WAN/ネットワーク管理
病院から大学、自治体、民間企業など多業種での導入実績あり。ライフタイム保証付き、
かつスモールスタートにも最適。クラウドに統合されたネットワーク管理を実現。

ネットワーク

管理コンポーネントをクラウドサービス化し、従来の複雑なアーキテクチャをシンプルに変えるVDIソリューション。
また仮想デスクトップを含むデータ部分もクラウドサービスとして提供する｢Cloud VDI｣をラインアップとして提供。

Workspot VDI/Cloud VDI

Sysdig

次世代型VDIソリューション

VDIを驚くほどシンプルに提供することにより、様々な業界や企業規模に適用。複雑なVDI構築や運用
の工数を大幅に削減。Cloud VDIのGPUメニューでは、クラウド上で3DCADソフトの動作を実現。

大量データの処理や、単純作業の繰り返しに効力を発揮。
PC1台からスモールスタート可能。
2014年販売開始以来、4,000本を超える販売実績あり。

RPA（Robotic Process Automation）
純国産のRPAツール。Windows PC上で行うすべての手作業を
シナリオ化し、繰り返し自動実行させることができる。
シナリオ作成にプログラミング知識は不要で直感的な操作が可能。

NTTアドバンステクノロジ

液浸冷却システム

サーバ等の機器を冷却液に浸漬し、サーバ全体を効率的に冷却するよう設計され
た冷却システム。サーバシステムのTCO削減を実現。

液浸冷却システム

サーバの高性能化に伴うCPUやGPU等の高発熱密度問題を解決。空冷システムと比較し、冷却効
率を大幅に高め、冷却設備を含めたサーバシステムの消費電力や設置スペースの削減が可能。

富士通製品全般

運用系からバックアップ系まで幅広いラインアップを備えたサーバおよびストレージ製品群。
サーバ/ストレージ/PC

IAサーバは基幹システム、データベースシステム、ERPプラットフォーム、仮想化基盤など、
企業規模の大小に関わらず適用。ストレージは様々な用途に適用。

グループウェア

複数の企業、組織間でシームレスに情報連携が可能な企業向けサポートプラットフォーム。
自社の製品サポート、システムの保守サポート等の業務専用ポータルを提供。

サポートプラットフォーム
お客様サポートチーム内での対応状況を見える化し、
対応漏れ、重複対応を防止。各社専用サポートシス
テムを短期間で構築可能。

人工知能で、大量のテキストデータから必要な情報を自動仕分け・抽出する
ビジネスデータ分析支援システム。

ビジネスデータ分析支援システム

蓄積されるデータの利活用促進、情報仕分けに要する時間とコストの省力化。 Eメールを分析することで談合や退職の予兆などを検知可能。

独自開発の人工知能「KIBIT」を利用したメール監査システム。監査官の
調査手法を学習し、監査対象となる関連Eメールを自動で判断し抽出。

メール監査ソフト

AI ［Artificial Intelligence］

画像・テキスト・センサーデータなど非構造化データに対応した高速・軽量な機械学習アプリケーション。
機械学習アプリケーション

製造業での検品、人材仲介業のマッチング、機械の故障予測などに利用可能。

統合ログ管理、解析プラットフォーム。膨大で多種多様なログデータ
を有効活用し、マネジメントやマーケティングなどさまざまな利用シ
ーンで新たな価値を生み出すソフトウェア。

マシンデータ分析プラットフォーム
IoT、セキュリティ対策、システム運用、BI、予兆検知、リソース監視、原因
分析、影響範囲特定など様々な業務に対応。通信キャリア、金融、製造
など業界を問わず、広範なログ管理プラットフォームとして利用可能。

IoT ［Internet of Things］

ウイングアーク1st社で6,000社超、SCSKで約200社の導入実績。
クライアントライセンスフリーで、社員全員が使える情報活用基盤を提供。

データ分析・集計プラットフォーム
インメモリエンジンによる高速なデータ分析・集計プラットフォーム。1テーブル
あたり20億件までのデータ格納が可能で、数百億件のビッグデータの集計にも対応。

ユーザライセンスとサーバライセンスあり。サーバライセンスを購入することで、ユーザフリーで利用
可能。オンプレ、クラウド版あり。PoCの提案やスモールスタートでの提案も可能。

分析ダッシュボード
企業を進化させる統合情報活用基盤。複数のデータを組み合わせた集計・分析環境をノン
プログラミングで構築可能。多様な分析を実現する30種類のチャートを標準で提供。

今までBI未導入のカジュアルユーザ、ポテンシャルユーザ（エンドユーザ）向け。

ビジネスインテリジェンスツール
セルフサービス型データ分析プラットフォーム。エンドユーザでも手軽に、ビジュアルに
優れたアプリケーションを容易に作成でき、より柔軟で多角的な視点からの分析を実現。

BI ［Business Inteligence］

ツールを使いこなすITスキルを持ち、様々な角度からデータ分析を自分で行いたい
パワーユーザ（IT部門）向け。

ビジネスインテリジェンスツール
連想型高速インメモリデータ分析プラットフォーム。
「連想技術」と「インメモリ」という最大の特長を生かし、社内に散在するあらゆる
情報を、ユーザが自由自在に使えるような形で提供。

ＥＤＩで用いられる通信手順、フォーマットを幅広くサポート。オプションが豊富で、
文字コード変換やフォーマット変換、Web-EDIの自動化などにも利用可能。
自動スケジュール機能により自動運転も実現。

データ連携アプリケーション
取引先の追加やメッセージの追加が迅速かつ容易に実現
可能。ASPで多数採用されており、ミッションクリティカル
なシステムの構築が可能。

ACMS

［Electronic Data Interchange］EDI

高生産性の開発ツール、システム間連携の自動化、マスタ統合、分析のためのデータ収集、
メールの送受信、BPMワークフローの連携などに対応。

データ連携ツール
DB、ファイル、国内外の主要な各種アプリケーション、パブリッククラウドとの
連携用アダプタが豊富な国産データ連携（EAI）ソフトウェア。
GUIでつなぐだけで連携プログラムの個別開発は一切不要。

SAPへのデータ投入および、SAPからのデータ取得・抽出が可能。

SAP接続用アダプタ （ASTERIA用）
SAP連携用のASTERIA専用アダプタ。
BAPI/RFC、IDOC/ALEおよび、SAPクエリ/テーブルに対応。

ASTERIA ERP Adapter for SAP

SAPへのデータ投入および、SAPからのデータ取得・抽出が可能。

SAP接続用アダプタ （DataSpider用）
SAP連携用のDataSpider専用アダプタ。
BAPI/RFC、IDOC/ALEおよび、SAPクエリ/テーブルに対応。

DataSpider ERP Adapter for SAP

データ連携ツール

金融機関や報道機関のミッションクリティカルなシステムでの採用他、業種・業界問わず幅広い実績あり。
（現在までに7,700社超導入）
※出典：テクノ・システム・リサーチ「2018年ソフトウェアマーケティング総覧  EAI/ESB  市場編」より

国内シェアNo.1※のデータ連携ソフト。各種データベース、通信プロトコルに
対応する汎用データ連携サーバによって、社内外の様々なシステムと簡単に
接続・連携することが可能。

［Enterprise Application Integration］EAI/

製造、金融、流通など各業界の大規模システムをはじめ、2,000coreを超える導入実績と
4,000ケースを超える独自サポートナレッジを保有。

アプリケーションサーバ
企業向けオープンソース・アプリケーションサーバ。
最新のJava EEの仕様に準拠し、標準でクラスタリング機能、メッセージング機能、
キャッシュ機能、次世代アプリケーション開発フレームワークなどが利用可能。

［Application Server］APサーバ
Oracle WebLogic Server

パブリッククラウド上で、JBoss Middleware製品を
使用したいお客様に最適。（４Core1ユニットが最小構成）

アプリケーション基盤
拡張性の高いJava EEのアプリケーション基盤。お客様のビジネス拡張、
システム拡張に合わせて、共通アプリ基盤として活用可能。

1999年にWebLogic国内初の代理店となり、20年に渡る製品取扱実績とノウハウを有し、
10,000ケースを超える独自サポートナレッジを保有。

アプリケーションサーバ
高性能、高信頼性で、拡張性に優れた企業ITシステムを構築するための
アプリケーションサーバ。最新のJava EE標準に準拠し、企業システム内
およびシステム間において高品質のサービスを実装するための機能を提供。

日本オラクル

＆

標的型攻撃対策、人的ミスなどによる内部からの情報漏洩対策や、社外との安全な情報共有に利用。
金融業界や官公庁を始め、様々な業種で企業規模問わず100社以上に導入。

ファイル暗号化ソフトウェア
様々な電子ファイルをIRM（Information Rights Management）で自動保護し、人に依
存せず操作感を変えることなく暗号化を実現、機密情報の漏洩を防止するソフトウェア。

データ管理

3年連続シェアNo.1※。ファイルサーバの容量増大の対策、またアクセス権管理強化に対応。

ファイル管理ソフトウェア
ファイルサーバの見える化・ファイル整理によるスリム化・アクセス権の正常化に
より、情報共有の促進・リスク対策・コスト最適化を実現するソフトウェア。

※出典：ITR「ITR Market View：ファイル共有・転送市場2016/2017」

マルチサイト・マルチベンダー・マルチクラウド環境下での
データ管理、ファイルコラボレーション、データ移行を実現するソフトウェア。

ファイル共有 /データ移行ソフトウェア

既存のストレージ環境を活用しながら、ファイルコラボレーションや異なるドメイン間でのプロジェクト
ファイル共有を実現。 また特徴あるファイルサーバのデータ移行をサポート。

PeerGFS/PeerSync

ストレージに求められる信頼性、性能、コスト全ての要素で圧倒的優位を誇る究極のストレージ。
ハイブリッドストレージシステム

ストレージ統合、クラウド基盤（パブリック、プライベート）、IoT/ビッグデータやマニュファクチャ
リング領域などの幅広いシーンに対応する大容量ストレージ。

Infinibox

金融をはじめとする各種産業や官公庁など、
業種、企業規模を問わず幅広く導入。

運用管理ソフトウェア
国内シェアNo.1※のシステム運用管理ソフトウェア。「Intelligence」「Monitoring」
「Automation」「Governance」の4つの分野で多様なニーズに対応。JP1HITACHI

大量イベントの高速処理による監視効率の向上が見込める他、多種多様な監視モジュールによる
イベントの統合管理を実現。

ログ監視ツール
統合監視ソリューション。ビジネス・サービスやアプリケーションが
中断することなく適切な効率で稼働することを保証するための監視システム。

IBM Netcool

高い信頼性を求められる金融業界において多数の実績。

監視・監査ソリューション
データベースのリアルタイム監視・監査ソリューション。
データベースへの全てのアクセスを監視することにより、個人情報や機密情報
を保護し、強固なデータベースセキュリティを実現。

IBM Guardium

大手信託銀行をはじめとする大規模運用センターにて導入実績あり。

ＲＢＡ（Run Book Automation）
柔軟性の高いプロセスワークフローエンジンを搭載したRBA製品で、
手作業によって行われているシステムの運用オペレーションをワークフロー化。
様々なIT運用作業に対応するカスタマイズ機能（画面・プロセス設計）を提供。

NetIQ Aegis

データセンターや金融・製造・流通・通信など、幅広い業種・規模の運用センターにて多様な実績あり。

ＲＢＡ（Run Book Automation）
サーバ・ストレージ・ネットワークの機器設定作業、 ID 発行、インシデント管理、障害復旧な
ど幅広い領域に使用可能なテンプレートを数多く提供する汎用性の高いRBA製品。

Operations Orchestration

テスト自動化ツールの業界標準として、金融・製造・流通・通信と幅広い業種・規模のシステム開発
プロジェクトで国内外に多くの実績あり。

テスト自動化ツール
アプリケーション機能テストの自動化を実現するツール。システム開発において繰り返
し発生する煩雑なテスト作業を効率化することにより人的リソースの有効活用を実現。

Unified Functional Testing

Windowsサーバを運用しており、システム監視を実施していない環境へ推奨。
対象1台から導入できるため、スモールスタートが可能。

システム監視ツール
Windowsサーバ上で、広範囲で深い監視を提供できる
強力な統合アプリケーション監視システム。

NetIQ AppManager

運用監視/管理

領収書、ピッキングリスト、作業報告書などの電子化による工数削減で、業務効率化を実現。

電子帳票活用システム
ペーパーレス化を実現する電子帳票管理プラットフォーム。PDF帳票を安心・安全に
保管でき、必要にあわせた素早い検索で、ドキュメントを探す手間や煩雑さを解消。

※出典：テクノ・システム・リサーチ、2019年8月

BRMS ［Business Rule Management System］
Progress

金融業界を中心に500社を超える導入実績。ユーザフレンドリーな開発ツールで、業務サーバ
と開発者によるアジャイル・スクラム開発プロジェクトに最適。

ビジネスルール管理システム
人工知能研究より生まれた「推論エンジン」を搭載するBRMS製品。
内部設計と製造が一体化され、システム開発工数の大幅な削減を実現。

国内シェアNo.1※のBRMS製品。アプリケーションに組み込みやすい柔軟なアーキテクチャ。

ビジネスルール管理システム
オープンソースソフトウェアで提供される唯一のビジネスルール管理システム。
業務効率の大幅な改善、属人化するビジネスルールの可視化、判断ミス防止への
効果あり。迅速な意思決定の自動化を実現。

大手製造業や金融業など業界を問わず、導入実績あり。業務ユーザによるルールの運用管理により、業務スピ
ードの向上だけでなく、人件費の削減にも貢献。ルールの変更反映が１週間から１時間に短縮した実績あり。

ビジネスルール管理システム
業務ユーザの運用管理を最大限に考慮したBRMS製品。
Office製品ライクなUI、ユーザの声を反映させた製品開発により、ITスキルを
問わない運用管理を実現。

製造業、国内サービス業、大手グローバル金融機関等、業界問わず、ユーザ多数。保険業界では
商品発売サイクルを1/6に短縮し、年間での新商品発売数を5倍に増加させた実績を有する。

ビジネスルール管理システム
商品情報と業務規則の統合管理が可能な商品管理に特化したInnoRulesのオプション
製品。複雑な商品構造を持つ製品やサービスの開発・管理をシンプルかつ簡単にする
製品。商品開発スピードの向上や、商品データの運用・管理コストの削減の課題を解決。

（InfoCage FileShell）

※出典： ITR 「ITR Market View：システム連携／統合ミドルウェア市場 2017」

※2018Q1のPC出荷台数において世界シェアNo.1  出典：IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 2018Q1

※出典：『IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, Q3 2017』（2017年11月） ‒ ベンダー売上

※2008 ～ 2018年、出典：IDC’s Worldwide Quarterly Workstation Tracker Share by Company, 2019 Q1

HPE IceWall SSO

サイバーリーズン・ジャパン エンドポイント型セキュリティプラットフォーム
AIエンジンをベースに標的型攻撃などの高度なサイバー攻撃を検知・
防止。また専門アナリストによる監視サービス(マネージド・セキュリティ
・サービス)の提供及びランサムウェアやファイルレスマルウェア対策
の次世代アンチウイルス「NGAV」機能も搭載。

PC、サーバのセキュリティ対策として利用。専門アナリストによる
リアルタイム監視・一次解析・解決方法提案などにより、セキュリティ
担当者の運用負荷を大幅軽減。製造業、金融業など様々な業界に
て導入。SCSKで19,000ライセンス導入済。

セキュリティ

セキュリティ認証・アクセス管理

イントラネットの認証他、クラウドサービスとの認証連携など様々なアクセスデバイスへの対応
可能。SCSKにて販売、構築、保守まで一貫したサポートを提供。

国内シェアNo.1※のシングルサインオンを実現するソフトウェア。

業界問わず採用実績有。100台から導入が可能。

次世代アンチウィルス（NGAV） 型検知・インシデント対応ツール。
検知率98％（メーカー公表値）以上で従来型のアンチウィルスの検知率を大幅
に上回る。メモリーアタック等の非マルウェアの検知・対処もカバー。

Carbon Black
クラウド型ウィルス対策ソフト
Carbon Black

※出典：ミック経済研究所「個人認証・アクセス管理型セキュリティソリューション市場の現状と将来展望　2018年度版」

アプリケーションのアーキテクチャに関係なく、あらゆるインフラストラクチャで、オンプレミス、
仮想化、プライベートクラウド、パブリッククラウドのいずれにも容易かつ短時間でアプリケーション
の構築、開発、デプロイが可能。

コンテナプラットフォーム
コンテナアプリケーションプラットフォーム。
エンタープライズ用途で必要となる、コンテナ化されたアプリケーションの
ビルド・実行・管理を実現。

コンテナ技術

Globalで300社を超える導入実績。ブラックボックス化した膨大なコンテナ環境を可視化。
状況はGUIで表示・設定可能で、検知したセキュリティ・イベントを解析。オンプレ版・クラウド
版を選択可能。

コンテナモニタリング・セキュリティ
コンテナ環境のモニタリング・セキュリティプラットフォーム。
OSのシステムコールを可視化する特許技術により、コンテナ内部やコンテナ間
の通信状況をモニタリング。脆弱性の発見やサイバー攻撃など異常検知も実現。

サーバ/ストレージ/PC



PowerEdge第14世代のIAサーバ製品群。
サーバ製品

PowerEdge

優れた管理と自動化機能、ラック型、タワー型、モジュラー型、高集積型などの幅広いラインアップを提供。

ストレージ製品
ストレージ技術の登場からその歴史を牽引してきたEMCストレージ製品群。ミッション
クリティカルオールフラッシュのVMAX、高性能オールフラッシュアレイのXtremIO、マルチ
クラウド対応ユニファイドストレージのUnity XT、No.1※スケールアウトNASのIsilon。

VMAX/PowerMax/XtremIO/Unity XT/Isilon

幅広いラインアップを持ち、すべてのワークロードに対応。データストレージのニーズを合理化。

コストパフォーマンスに優れたクライアント製品群。

OptiPlex/Latitude/Precision
クライアント製品

ノート、デスクトップ、ワークステーションともに様々なワークスタイルにあったデバイスを提供。
働き方のトランスフォーメーションをより迅速に実現。

高可用サーバや水冷サーバなど豊富なラインナップを提供。
全国約400の保守拠点を持ち、7年間の長期保守対応の国産サーバ。

サーバ

工場ライン・自動倉庫などの制御系システムや各種監視系システムなど可用性の高いシステム基盤に
適用、埃や粉塵が気になる現場、オフィスや図書館、病院など音が気になる場所など様々なシーンに適用。

次世代ハイパーコンバージド製品。

NetApp HCI
ハイブリッド クラウド インフラ

NetApp製品との親和性に優れ、きめ細かなQoSによりパフォーマンス保証を必要とする
システムや災害対策、クラウド連携に最適。

重複排除に優れた多機能・高性能なハイパーコンバージド製品。
ハイパーコンバージド

HPE Simplivity

ハードウェアアクセラレーターの重複排除機能により効率的にデータを縮小し、
コストダウンを実現。データ保護や災害対策までワンストップで提供。

VxRail/XC Series
ハイパーコンバージド
シンプルで導入しやすいハイパーコンバージド製品。 VMware HCIアプライアンスのVxRail、業界で大きなシェアを誇るNutanixを統合したXCシリーズを用意。

クラウドストレージ（オブジェクトストレージ）を企業のファイルサーバ
（CIFS/NFS）として利用するためのクラウドストレージゲートウェイ製品。

Panzuraグローバルファイルシステム

HPE Aruba/Aruba Central/AirWave/ClearPass

クラウドストレージゲートウェイ

拠点間におけるファイル共有、複数サイトに分散するファイルサーバの統合、ファイルサーバの拡張・
クラウド化・DR/BCP対策など、様々なケースに適用。

幅広いラインアップのサーバ、ストレージ製品群。小規模から大規模環境までをサポート。

HITACHI 日立製品全般
サーバ/ストレージ/PC

長期保守対応モデル。
適切な設置環境で定期部品交換を実施することにより、最長10年間のハードウェア保守を提供。

HCI

クラウド

［Hyper-Converged Infrastructure］

専用ストレージOS「ONTAP」により、充実したデータ管理、
エンタープライズクラスの機能、容易なクラウド連携が可能なユニファイドストレージ。

NetApp FASシリーズ
ユニファイドストレージ

ファイルサーバ、仮想化基盤、VDI基盤、災害対策など企業で必要とされるあらゆるシーンに対応。

ミッドレンジからハイエンド、フラッシュストレージまでの豊富な製品群。性能
（スループット/IOPS）と容量をフレキシブルに拡張可能。

DDNストレージシステム
SFA 18KE/7990/ 200NV

大容量・超高速ストレージ

大学・研究機関のHPC、製造業を中心とするCAE解析、仮想化環境でのVDI、映像のストリー
ミング配信など様々な分野で実績あり。

HPE Storage Primera/3PAR StoreServ/Nimble Storage

様々なワークロードに対応する高性能なストレージを提供。AIによる障害・性能の予測分析
機能を搭載し、障害の未然防止・自動解決など高い可用性を実現したストレージ製品。

オールフラッシュストレージ/ハイブリッドストレージ

ミッションクリティカル分野、基幹システム、仮想化基盤、VDI基盤、災害対策など、企業で必要とするあらゆるシーンに対応。

ワークステーション
プロフェッショナルが求めるワークステーション。

HP Workstationシリーズ

11年連続国内シェアNo.1※。最新テクノロジーによる高い性能と信頼性を確保したデファクトスタンダード。

様々な業務や用途に対応し、業界No.1※の豊富なラインアップを提供。
世界標準のクライアント製品群。
PC

HP PC製品

サーバ
管理プロセッサを刷新した事によりファームウェアの改ざんを不可能にするなど、
高い信頼性を実現したIAサーバ製品群。

HPE Gen10 サーバファミリー

DLシリーズ（ラックマウント型）/MLシリーズ（タワー型）/BaladeSystem（ブレード型）
/Synergy（コンポーザブル）など利用環境に合わせた最適な製品を提供。

RPA ［Robotic Process Automation］

L2/L3スイッチ、無線LANアクセスポイント、
無線LANコントローラと多岐に渡る製品群。

有線スイッチ/無線LAN/SD-WAN/ネットワーク管理
病院から大学、自治体、民間企業など多業種での導入実績あり。ライフタイム保証付き、
かつスモールスタートにも最適。クラウドに統合されたネットワーク管理を実現。

ネットワーク

管理コンポーネントをクラウドサービス化し、従来の複雑なアーキテクチャをシンプルに変えるVDIソリューション。
また仮想デスクトップを含むデータ部分もクラウドサービスとして提供する｢Cloud VDI｣をラインアップとして提供。

Workspot VDI/Cloud VDI

Sysdig

次世代型VDIソリューション

VDIを驚くほどシンプルに提供することにより、様々な業界や企業規模に適用。複雑なVDI構築や運用
の工数を大幅に削減。Cloud VDIのGPUメニューでは、クラウド上で3DCADソフトの動作を実現。

大量データの処理や、単純作業の繰り返しに効力を発揮。
PC1台からスモールスタート可能。
2014年販売開始以来、4,000本を超える販売実績あり。

RPA（Robotic Process Automation）
純国産のRPAツール。Windows PC上で行うすべての手作業を
シナリオ化し、繰り返し自動実行させることができる。
シナリオ作成にプログラミング知識は不要で直感的な操作が可能。

NTTアドバンステクノロジ

液浸冷却システム

サーバ等の機器を冷却液に浸漬し、サーバ全体を効率的に冷却するよう設計され
た冷却システム。サーバシステムのTCO削減を実現。

液浸冷却システム

サーバの高性能化に伴うCPUやGPU等の高発熱密度問題を解決。空冷システムと比較し、冷却効
率を大幅に高め、冷却設備を含めたサーバシステムの消費電力や設置スペースの削減が可能。

富士通製品全般

運用系からバックアップ系まで幅広いラインアップを備えたサーバおよびストレージ製品群。
サーバ/ストレージ/PC

IAサーバは基幹システム、データベースシステム、ERPプラットフォーム、仮想化基盤など、
企業規模の大小に関わらず適用。ストレージは様々な用途に適用。

グループウェア

複数の企業、組織間でシームレスに情報連携が可能な企業向けサポートプラットフォーム。
自社の製品サポート、システムの保守サポート等の業務専用ポータルを提供。

サポートプラットフォーム
お客様サポートチーム内での対応状況を見える化し、
対応漏れ、重複対応を防止。各社専用サポートシス
テムを短期間で構築可能。

人工知能で、大量のテキストデータから必要な情報を自動仕分け・抽出する
ビジネスデータ分析支援システム。

ビジネスデータ分析支援システム

蓄積されるデータの利活用促進、情報仕分けに要する時間とコストの省力化。 Eメールを分析することで談合や退職の予兆などを検知可能。

独自開発の人工知能「KIBIT」を利用したメール監査システム。監査官の
調査手法を学習し、監査対象となる関連Eメールを自動で判断し抽出。

メール監査ソフト

AI ［Artificial Intelligence］

画像・テキスト・センサーデータなど非構造化データに対応した高速・軽量な機械学習アプリケーション。
機械学習アプリケーション

製造業での検品、人材仲介業のマッチング、機械の故障予測などに利用可能。

統合ログ管理、解析プラットフォーム。膨大で多種多様なログデータ
を有効活用し、マネジメントやマーケティングなどさまざまな利用シ
ーンで新たな価値を生み出すソフトウェア。

マシンデータ分析プラットフォーム
IoT、セキュリティ対策、システム運用、BI、予兆検知、リソース監視、原因
分析、影響範囲特定など様々な業務に対応。通信キャリア、金融、製造
など業界を問わず、広範なログ管理プラットフォームとして利用可能。

IoT ［Internet of Things］

ウイングアーク1st社で6,000社超、SCSKで約200社の導入実績。
クライアントライセンスフリーで、社員全員が使える情報活用基盤を提供。

データ分析・集計プラットフォーム
インメモリエンジンによる高速なデータ分析・集計プラットフォーム。1テーブル
あたり20億件までのデータ格納が可能で、数百億件のビッグデータの集計にも対応。

ユーザライセンスとサーバライセンスあり。サーバライセンスを購入することで、ユーザフリーで利用
可能。オンプレ、クラウド版あり。PoCの提案やスモールスタートでの提案も可能。

分析ダッシュボード
企業を進化させる統合情報活用基盤。複数のデータを組み合わせた集計・分析環境をノン
プログラミングで構築可能。多様な分析を実現する30種類のチャートを標準で提供。

今までBI未導入のカジュアルユーザ、ポテンシャルユーザ（エンドユーザ）向け。

ビジネスインテリジェンスツール
セルフサービス型データ分析プラットフォーム。エンドユーザでも手軽に、ビジュアルに
優れたアプリケーションを容易に作成でき、より柔軟で多角的な視点からの分析を実現。

BI ［Business Inteligence］

ツールを使いこなすITスキルを持ち、様々な角度からデータ分析を自分で行いたい
パワーユーザ（IT部門）向け。

ビジネスインテリジェンスツール
連想型高速インメモリデータ分析プラットフォーム。
「連想技術」と「インメモリ」という最大の特長を生かし、社内に散在するあらゆる
情報を、ユーザが自由自在に使えるような形で提供。

ＥＤＩで用いられる通信手順、フォーマットを幅広くサポート。オプションが豊富で、
文字コード変換やフォーマット変換、Web-EDIの自動化などにも利用可能。
自動スケジュール機能により自動運転も実現。

データ連携アプリケーション
取引先の追加やメッセージの追加が迅速かつ容易に実現
可能。ASPで多数採用されており、ミッションクリティカル
なシステムの構築が可能。

ACMS

［Electronic Data Interchange］EDI

高生産性の開発ツール、システム間連携の自動化、マスタ統合、分析のためのデータ収集、
メールの送受信、BPMワークフローの連携などに対応。

データ連携ツール
DB、ファイル、国内外の主要な各種アプリケーション、パブリッククラウドとの
連携用アダプタが豊富な国産データ連携（EAI）ソフトウェア。
GUIでつなぐだけで連携プログラムの個別開発は一切不要。

SAPへのデータ投入および、SAPからのデータ取得・抽出が可能。

SAP接続用アダプタ （ASTERIA用）
SAP連携用のASTERIA専用アダプタ。
BAPI/RFC、IDOC/ALEおよび、SAPクエリ/テーブルに対応。

ASTERIA ERP Adapter for SAP

SAPへのデータ投入および、SAPからのデータ取得・抽出が可能。

SAP接続用アダプタ （DataSpider用）
SAP連携用のDataSpider専用アダプタ。
BAPI/RFC、IDOC/ALEおよび、SAPクエリ/テーブルに対応。

DataSpider ERP Adapter for SAP

データ連携ツール

金融機関や報道機関のミッションクリティカルなシステムでの採用他、業種・業界問わず幅広い実績あり。
（現在までに7,700社超導入）
※出典：テクノ・システム・リサーチ「2018年ソフトウェアマーケティング総覧  EAI/ESB  市場編」より

国内シェアNo.1※のデータ連携ソフト。各種データベース、通信プロトコルに
対応する汎用データ連携サーバによって、社内外の様々なシステムと簡単に
接続・連携することが可能。

［Enterprise Application Integration］EAI/

製造、金融、流通など各業界の大規模システムをはじめ、2,000coreを超える導入実績と
4,000ケースを超える独自サポートナレッジを保有。

アプリケーションサーバ
企業向けオープンソース・アプリケーションサーバ。
最新のJava EEの仕様に準拠し、標準でクラスタリング機能、メッセージング機能、
キャッシュ機能、次世代アプリケーション開発フレームワークなどが利用可能。

［Application Server］APサーバ
Oracle WebLogic Server

パブリッククラウド上で、JBoss Middleware製品を
使用したいお客様に最適。（４Core1ユニットが最小構成）

アプリケーション基盤
拡張性の高いJava EEのアプリケーション基盤。お客様のビジネス拡張、
システム拡張に合わせて、共通アプリ基盤として活用可能。

1999年にWebLogic国内初の代理店となり、20年に渡る製品取扱実績とノウハウを有し、
10,000ケースを超える独自サポートナレッジを保有。

アプリケーションサーバ
高性能、高信頼性で、拡張性に優れた企業ITシステムを構築するための
アプリケーションサーバ。最新のJava EE標準に準拠し、企業システム内
およびシステム間において高品質のサービスを実装するための機能を提供。

日本オラクル

＆

標的型攻撃対策、人的ミスなどによる内部からの情報漏洩対策や、社外との安全な情報共有に利用。
金融業界や官公庁を始め、様々な業種で企業規模問わず100社以上に導入。

ファイル暗号化ソフトウェア
様々な電子ファイルをIRM（Information Rights Management）で自動保護し、人に依
存せず操作感を変えることなく暗号化を実現、機密情報の漏洩を防止するソフトウェア。

データ管理

3年連続シェアNo.1※。ファイルサーバの容量増大の対策、またアクセス権管理強化に対応。

ファイル管理ソフトウェア
ファイルサーバの見える化・ファイル整理によるスリム化・アクセス権の正常化に
より、情報共有の促進・リスク対策・コスト最適化を実現するソフトウェア。

※出典：ITR「ITR Market View：ファイル共有・転送市場2016/2017」

マルチサイト・マルチベンダー・マルチクラウド環境下での
データ管理、ファイルコラボレーション、データ移行を実現するソフトウェア。

ファイル共有 /データ移行ソフトウェア

既存のストレージ環境を活用しながら、ファイルコラボレーションや異なるドメイン間でのプロジェクト
ファイル共有を実現。 また特徴あるファイルサーバのデータ移行をサポート。

PeerGFS/PeerSync

ストレージに求められる信頼性、性能、コスト全ての要素で圧倒的優位を誇る究極のストレージ。
ハイブリッドストレージシステム

ストレージ統合、クラウド基盤（パブリック、プライベート）、IoT/ビッグデータやマニュファクチャ
リング領域などの幅広いシーンに対応する大容量ストレージ。

Infinibox

金融をはじめとする各種産業や官公庁など、
業種、企業規模を問わず幅広く導入。

運用管理ソフトウェア
国内シェアNo.1※のシステム運用管理ソフトウェア。「Intelligence」「Monitoring」
「Automation」「Governance」の4つの分野で多様なニーズに対応。JP1HITACHI

大量イベントの高速処理による監視効率の向上が見込める他、多種多様な監視モジュールによる
イベントの統合管理を実現。

ログ監視ツール
統合監視ソリューション。ビジネス・サービスやアプリケーションが
中断することなく適切な効率で稼働することを保証するための監視システム。

IBM Netcool

高い信頼性を求められる金融業界において多数の実績。

監視・監査ソリューション
データベースのリアルタイム監視・監査ソリューション。
データベースへの全てのアクセスを監視することにより、個人情報や機密情報
を保護し、強固なデータベースセキュリティを実現。

IBM Guardium

大手信託銀行をはじめとする大規模運用センターにて導入実績あり。

ＲＢＡ（Run Book Automation）
柔軟性の高いプロセスワークフローエンジンを搭載したRBA製品で、
手作業によって行われているシステムの運用オペレーションをワークフロー化。
様々なIT運用作業に対応するカスタマイズ機能（画面・プロセス設計）を提供。

NetIQ Aegis

データセンターや金融・製造・流通・通信など、幅広い業種・規模の運用センターにて多様な実績あり。

ＲＢＡ（Run Book Automation）
サーバ・ストレージ・ネットワークの機器設定作業、 ID 発行、インシデント管理、障害復旧な
ど幅広い領域に使用可能なテンプレートを数多く提供する汎用性の高いRBA製品。

Operations Orchestration

テスト自動化ツールの業界標準として、金融・製造・流通・通信と幅広い業種・規模のシステム開発
プロジェクトで国内外に多くの実績あり。

テスト自動化ツール
アプリケーション機能テストの自動化を実現するツール。システム開発において繰り返
し発生する煩雑なテスト作業を効率化することにより人的リソースの有効活用を実現。

Unified Functional Testing

Windowsサーバを運用しており、システム監視を実施していない環境へ推奨。
対象1台から導入できるため、スモールスタートが可能。

システム監視ツール
Windowsサーバ上で、広範囲で深い監視を提供できる
強力な統合アプリケーション監視システム。

NetIQ AppManager

運用監視/管理

領収書、ピッキングリスト、作業報告書などの電子化による工数削減で、業務効率化を実現。

電子帳票活用システム
ペーパーレス化を実現する電子帳票管理プラットフォーム。PDF帳票を安心・安全に
保管でき、必要にあわせた素早い検索で、ドキュメントを探す手間や煩雑さを解消。

※出典：テクノ・システム・リサーチ、2019年8月

BRMS ［Business Rule Management System］
Progress

金融業界を中心に500社を超える導入実績。ユーザフレンドリーな開発ツールで、業務サーバ
と開発者によるアジャイル・スクラム開発プロジェクトに最適。

ビジネスルール管理システム
人工知能研究より生まれた「推論エンジン」を搭載するBRMS製品。
内部設計と製造が一体化され、システム開発工数の大幅な削減を実現。

国内シェアNo.1※のBRMS製品。アプリケーションに組み込みやすい柔軟なアーキテクチャ。

ビジネスルール管理システム
オープンソースソフトウェアで提供される唯一のビジネスルール管理システム。
業務効率の大幅な改善、属人化するビジネスルールの可視化、判断ミス防止への
効果あり。迅速な意思決定の自動化を実現。

大手製造業や金融業など業界を問わず、導入実績あり。業務ユーザによるルールの運用管理により、業務スピ
ードの向上だけでなく、人件費の削減にも貢献。ルールの変更反映が１週間から１時間に短縮した実績あり。

ビジネスルール管理システム
業務ユーザの運用管理を最大限に考慮したBRMS製品。
Office製品ライクなUI、ユーザの声を反映させた製品開発により、ITスキルを
問わない運用管理を実現。

製造業、国内サービス業、大手グローバル金融機関等、業界問わず、ユーザ多数。保険業界では
商品発売サイクルを1/6に短縮し、年間での新商品発売数を5倍に増加させた実績を有する。

ビジネスルール管理システム
商品情報と業務規則の統合管理が可能な商品管理に特化したInnoRulesのオプション
製品。複雑な商品構造を持つ製品やサービスの開発・管理をシンプルかつ簡単にする
製品。商品開発スピードの向上や、商品データの運用・管理コストの削減の課題を解決。

（InfoCage FileShell）

※出典： ITR 「ITR Market View：システム連携／統合ミドルウェア市場 2017」

※2018Q1のPC出荷台数において世界シェアNo.1  出典：IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 2018Q1

※出典：『IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, Q3 2017』（2017年11月） ‒ ベンダー売上

※2008 ～ 2018年、出典：IDC’s Worldwide Quarterly Workstation Tracker Share by Company, 2019 Q1

HPE IceWall SSO

サイバーリーズン・ジャパン エンドポイント型セキュリティプラットフォーム
AIエンジンをベースに標的型攻撃などの高度なサイバー攻撃を検知・
防止。また専門アナリストによる監視サービス(マネージド・セキュリティ
・サービス)の提供及びランサムウェアやファイルレスマルウェア対策
の次世代アンチウイルス「NGAV」機能も搭載。

PC、サーバのセキュリティ対策として利用。専門アナリストによる
リアルタイム監視・一次解析・解決方法提案などにより、セキュリティ
担当者の運用負荷を大幅軽減。製造業、金融業など様々な業界に
て導入。SCSKで19,000ライセンス導入済。

セキュリティ

セキュリティ認証・アクセス管理

イントラネットの認証他、クラウドサービスとの認証連携など様々なアクセスデバイスへの対応
可能。SCSKにて販売、構築、保守まで一貫したサポートを提供。

国内シェアNo.1※のシングルサインオンを実現するソフトウェア。

業界問わず採用実績有。100台から導入が可能。

次世代アンチウィルス（NGAV） 型検知・インシデント対応ツール。
検知率98％（メーカー公表値）以上で従来型のアンチウィルスの検知率を大幅
に上回る。メモリーアタック等の非マルウェアの検知・対処もカバー。

Carbon Black
クラウド型ウィルス対策ソフト
Carbon Black

※出典：ミック経済研究所「個人認証・アクセス管理型セキュリティソリューション市場の現状と将来展望　2018年度版」

アプリケーションのアーキテクチャに関係なく、あらゆるインフラストラクチャで、オンプレミス、
仮想化、プライベートクラウド、パブリッククラウドのいずれにも容易かつ短時間でアプリケーション
の構築、開発、デプロイが可能。

コンテナプラットフォーム
コンテナアプリケーションプラットフォーム。
エンタープライズ用途で必要となる、コンテナ化されたアプリケーションの
ビルド・実行・管理を実現。

コンテナ技術

Globalで300社を超える導入実績。ブラックボックス化した膨大なコンテナ環境を可視化。
状況はGUIで表示・設定可能で、検知したセキュリティ・イベントを解析。オンプレ版・クラウド
版を選択可能。

コンテナモニタリング・セキュリティ
コンテナ環境のモニタリング・セキュリティプラットフォーム。
OSのシステムコールを可視化する特許技術により、コンテナ内部やコンテナ間
の通信状況をモニタリング。脆弱性の発見やサイバー攻撃など異常検知も実現。

サーバ/ストレージ/PC



PowerEdge第14世代のIAサーバ製品群。
サーバ製品

PowerEdge

優れた管理と自動化機能、ラック型、タワー型、モジュラー型、高集積型などの幅広いラインアップを提供。

ストレージ製品
ストレージ技術の登場からその歴史を牽引してきたEMCストレージ製品群。ミッション
クリティカルオールフラッシュのVMAX、高性能オールフラッシュアレイのXtremIO、マルチ
クラウド対応ユニファイドストレージのUnity XT、No.1※スケールアウトNASのIsilon。

VMAX/PowerMax/XtremIO/Unity XT/Isilon

幅広いラインアップを持ち、すべてのワークロードに対応。データストレージのニーズを合理化。

コストパフォーマンスに優れたクライアント製品群。

OptiPlex/Latitude/Precision
クライアント製品

ノート、デスクトップ、ワークステーションともに様々なワークスタイルにあったデバイスを提供。
働き方のトランスフォーメーションをより迅速に実現。

高可用サーバや水冷サーバなど豊富なラインナップを提供。
全国約400の保守拠点を持ち、7年間の長期保守対応の国産サーバ。

サーバ

工場ライン・自動倉庫などの制御系システムや各種監視系システムなど可用性の高いシステム基盤に
適用、埃や粉塵が気になる現場、オフィスや図書館、病院など音が気になる場所など様々なシーンに適用。

次世代ハイパーコンバージド製品。

NetApp HCI
ハイブリッド クラウド インフラ

NetApp製品との親和性に優れ、きめ細かなQoSによりパフォーマンス保証を必要とする
システムや災害対策、クラウド連携に最適。

重複排除に優れた多機能・高性能なハイパーコンバージド製品。
ハイパーコンバージド

HPE Simplivity

ハードウェアアクセラレーターの重複排除機能により効率的にデータを縮小し、
コストダウンを実現。データ保護や災害対策までワンストップで提供。

VxRail/XC Series
ハイパーコンバージド
シンプルで導入しやすいハイパーコンバージド製品。 VMware HCIアプライアンスのVxRail、業界で大きなシェアを誇るNutanixを統合したXCシリーズを用意。

クラウドストレージ（オブジェクトストレージ）を企業のファイルサーバ
（CIFS/NFS）として利用するためのクラウドストレージゲートウェイ製品。

Panzuraグローバルファイルシステム

HPE Aruba/Aruba Central/AirWave/ClearPass

クラウドストレージゲートウェイ

拠点間におけるファイル共有、複数サイトに分散するファイルサーバの統合、ファイルサーバの拡張・
クラウド化・DR/BCP対策など、様々なケースに適用。

幅広いラインアップのサーバ、ストレージ製品群。小規模から大規模環境までをサポート。

HITACHI 日立製品全般
サーバ/ストレージ/PC

長期保守対応モデル。
適切な設置環境で定期部品交換を実施することにより、最長10年間のハードウェア保守を提供。

HCI

クラウド

［Hyper-Converged Infrastructure］

専用ストレージOS「ONTAP」により、充実したデータ管理、
エンタープライズクラスの機能、容易なクラウド連携が可能なユニファイドストレージ。

NetApp FASシリーズ
ユニファイドストレージ

ファイルサーバ、仮想化基盤、VDI基盤、災害対策など企業で必要とされるあらゆるシーンに対応。

ミッドレンジからハイエンド、フラッシュストレージまでの豊富な製品群。性能
（スループット/IOPS）と容量をフレキシブルに拡張可能。

DDNストレージシステム
SFA 18KE/7990/ 200NV

大容量・超高速ストレージ

大学・研究機関のHPC、製造業を中心とするCAE解析、仮想化環境でのVDI、映像のストリー
ミング配信など様々な分野で実績あり。

HPE Storage Primera/3PAR StoreServ/Nimble Storage

様々なワークロードに対応する高性能なストレージを提供。AIによる障害・性能の予測分析
機能を搭載し、障害の未然防止・自動解決など高い可用性を実現したストレージ製品。

オールフラッシュストレージ/ハイブリッドストレージ

ミッションクリティカル分野、基幹システム、仮想化基盤、VDI基盤、災害対策など、企業で必要とするあらゆるシーンに対応。

ワークステーション
プロフェッショナルが求めるワークステーション。

HP Workstationシリーズ

11年連続国内シェアNo.1※。最新テクノロジーによる高い性能と信頼性を確保したデファクトスタンダード。

様々な業務や用途に対応し、業界No.1※の豊富なラインアップを提供。
世界標準のクライアント製品群。
PC

HP PC製品

サーバ
管理プロセッサを刷新した事によりファームウェアの改ざんを不可能にするなど、
高い信頼性を実現したIAサーバ製品群。

HPE Gen10 サーバファミリー

DLシリーズ（ラックマウント型）/MLシリーズ（タワー型）/BaladeSystem（ブレード型）
/Synergy（コンポーザブル）など利用環境に合わせた最適な製品を提供。

RPA ［Robotic Process Automation］

L2/L3スイッチ、無線LANアクセスポイント、
無線LANコントローラと多岐に渡る製品群。

有線スイッチ/無線LAN/SD-WAN/ネットワーク管理
病院から大学、自治体、民間企業など多業種での導入実績あり。ライフタイム保証付き、
かつスモールスタートにも最適。クラウドに統合されたネットワーク管理を実現。

ネットワーク

管理コンポーネントをクラウドサービス化し、従来の複雑なアーキテクチャをシンプルに変えるVDIソリューション。
また仮想デスクトップを含むデータ部分もクラウドサービスとして提供する｢Cloud VDI｣をラインアップとして提供。

Workspot VDI/Cloud VDI

Sysdig

次世代型VDIソリューション

VDIを驚くほどシンプルに提供することにより、様々な業界や企業規模に適用。複雑なVDI構築や運用
の工数を大幅に削減。Cloud VDIのGPUメニューでは、クラウド上で3DCADソフトの動作を実現。

大量データの処理や、単純作業の繰り返しに効力を発揮。
PC1台からスモールスタート可能。
2014年販売開始以来、4,000本を超える販売実績あり。

RPA（Robotic Process Automation）
純国産のRPAツール。Windows PC上で行うすべての手作業を
シナリオ化し、繰り返し自動実行させることができる。
シナリオ作成にプログラミング知識は不要で直感的な操作が可能。

NTTアドバンステクノロジ

液浸冷却システム

サーバ等の機器を冷却液に浸漬し、サーバ全体を効率的に冷却するよう設計され
た冷却システム。サーバシステムのTCO削減を実現。

液浸冷却システム

サーバの高性能化に伴うCPUやGPU等の高発熱密度問題を解決。空冷システムと比較し、冷却効
率を大幅に高め、冷却設備を含めたサーバシステムの消費電力や設置スペースの削減が可能。

富士通製品全般

運用系からバックアップ系まで幅広いラインアップを備えたサーバおよびストレージ製品群。
サーバ/ストレージ/PC

IAサーバは基幹システム、データベースシステム、ERPプラットフォーム、仮想化基盤など、
企業規模の大小に関わらず適用。ストレージは様々な用途に適用。

BtoBカスタマーサポート

複数の企業、組織間でシームレスに情報連携が可能な企業向けサポートプラットフォーム。
自社の製品サポート、システムの保守サポート等の業務専用ポータルを提供。

サポートプラットフォーム
お客様サポートチーム内での対応状況を見える化し、
対応漏れ、重複対応を防止。各社専用サポートシス
テムを短期間で構築可能。

人工知能で、大量のテキストデータから必要な情報を自動仕分け・抽出する
ビジネスデータ分析支援システム。

ビジネスデータ分析支援システム

蓄積されるデータの利活用促進、情報仕分けに要する時間とコストの省力化。 Eメールを分析することで談合や退職の予兆などを検知可能。

独自開発の人工知能「KIBIT」を利用したメール監査システム。監査官の
調査手法を学習し、監査対象となる関連Eメールを自動で判断し抽出。

メール監査ソフト

AI ［Artificial Intelligence］

画像・テキスト・センサーデータなど非構造化データに対応した高速・軽量な機械学習アプリケーション。
機械学習アプリケーション

製造業での検品、人材仲介業のマッチング、機械の故障予測などに利用可能。

統合ログ管理、解析プラットフォーム。膨大で多種多様なログデータ
を有効活用し、マネジメントやマーケティングなどさまざまな利用シ
ーンで新たな価値を生み出すソフトウェア。

マシンデータ分析プラットフォーム
IoT、セキュリティ対策、システム運用、BI、予兆検知、リソース監視、原因
分析、影響範囲特定など様々な業務に対応。通信キャリア、金融、製造
など業界を問わず、広範なログ管理プラットフォームとして利用可能。

IoT ［Internet of Things］

ウイングアーク1st社で6,000社超、SCSKで約200社の導入実績。
クライアントライセンスフリーで、社員全員が使える情報活用基盤を提供。

データ分析・集計プラットフォーム
インメモリエンジンによる高速なデータ分析・集計プラットフォーム。1テーブル
あたり20億件までのデータ格納が可能で、数百億件のビッグデータの集計にも対応。

ユーザライセンスとサーバライセンスあり。サーバライセンスを購入することで、ユーザフリーで利用
可能。オンプレ、クラウド版あり。PoCの提案やスモールスタートでの提案も可能。

分析ダッシュボード
企業を進化させる統合情報活用基盤。複数のデータを組み合わせた集計・分析環境をノン
プログラミングで構築可能。多様な分析を実現する30種類のチャートを標準で提供。

今までBI未導入のカジュアルユーザ、ポテンシャルユーザ（エンドユーザ）向け。

ビジネスインテリジェンスツール
セルフサービス型データ分析プラットフォーム。エンドユーザでも手軽に、ビジュアルに
優れたアプリケーションを容易に作成でき、より柔軟で多角的な視点からの分析を実現。

BI ［Business Inteligence］

ツールを使いこなすITスキルを持ち、様々な角度からデータ分析を自分で行いたい
パワーユーザ（IT部門）向け。

ビジネスインテリジェンスツール
連想型高速インメモリデータ分析プラットフォーム。
「連想技術」と「インメモリ」という最大の特長を生かし、社内に散在するあらゆる
情報を、ユーザが自由自在に使えるような形で提供。

ＥＤＩで用いられる通信手順、フォーマットを幅広くサポート。オプションが豊富で、
文字コード変換やフォーマット変換、Web-EDIの自動化などにも利用可能。
自動スケジュール機能により自動運転も実現。

データ連携アプリケーション
取引先の追加やメッセージの追加が迅速かつ容易に実現
可能。ASPで多数採用されており、ミッションクリティカル
なシステムの構築が可能。

ACMS

［Electronic Data Interchange］EDI

高生産性の開発ツール、システム間連携の自動化、マスタ統合、分析のためのデータ収集、
メールの送受信、BPMワークフローの連携などに対応。

データ連携ツール
DB、ファイル、国内外の主要な各種アプリケーション、パブリッククラウドとの
連携用アダプタが豊富な国産データ連携（EAI）ソフトウェア。
GUIでつなぐだけで連携プログラムの個別開発は一切不要。

SAPへのデータ投入および、SAPからのデータ取得・抽出が可能。

SAP接続用アダプタ （ASTERIA用）
SAP連携用のASTERIA専用アダプタ。
BAPI/RFC、IDOC/ALEおよび、SAPクエリ/テーブルに対応。

ASTERIA ERP Adapter for SAP

SAPへのデータ投入および、SAPからのデータ取得・抽出が可能。

SAP接続用アダプタ （DataSpider用）
SAP連携用のDataSpider専用アダプタ。
BAPI/RFC、IDOC/ALEおよび、SAPクエリ/テーブルに対応。

DataSpider ERP Adapter for SAP

データ連携ツール

金融機関や報道機関のミッションクリティカルなシステムでの採用他、業種・業界問わず幅広い実績あり。
（現在までに7,700社超導入）
※出典：テクノ・システム・リサーチ「2018年ソフトウェアマーケティング総覧  EAI/ESB  市場編」より

国内シェアNo.1※のデータ連携ソフト。各種データベース、通信プロトコルに
対応する汎用データ連携サーバによって、社内外の様々なシステムと簡単に
接続・連携することが可能。

［Enterprise Application Integration］EAI/

製造、金融、流通など各業界の大規模システムをはじめ、2,000coreを超える導入実績と
4,000ケースを超える独自サポートナレッジを保有。

アプリケーションサーバ
企業向けオープンソース・アプリケーションサーバ。
最新のJava EEの仕様に準拠し、標準でクラスタリング機能、メッセージング機能、
キャッシュ機能、次世代アプリケーション開発フレームワークなどが利用可能。

［Application Server］APサーバ
Oracle WebLogic Server

パブリッククラウド上で、JBoss Middleware製品を
使用したいお客様に最適。（４Core1ユニットが最小構成）

アプリケーション基盤
拡張性の高いJava EEのアプリケーション基盤。お客様のビジネス拡張、
システム拡張に合わせて、共通アプリ基盤として活用可能。

1999年にWebLogic国内初の代理店となり、20年に渡る製品取扱実績とノウハウを有し、
10,000ケースを超える独自サポートナレッジを保有。

アプリケーションサーバ
高性能、高信頼性で、拡張性に優れた企業ITシステムを構築するための
アプリケーションサーバ。最新のJava EE標準に準拠し、企業システム内
およびシステム間において高品質のサービスを実装するための機能を提供。

日本オラクル

＆

標的型攻撃対策、人的ミスなどによる内部からの情報漏洩対策や、社外との安全な情報共有に利用。
金融業界や官公庁を始め、様々な業種で企業規模問わず100社以上に導入。

ファイル暗号化ソフトウェア
様々な電子ファイルをIRM（Information Rights Management）で自動保護し、人に依
存せず操作感を変えることなく暗号化を実現、機密情報の漏洩を防止するソフトウェア。

データ管理

3年連続シェアNo.1※。ファイルサーバの容量増大の対策、またアクセス権管理強化に対応。

ファイル管理ソフトウェア
ファイルサーバの見える化・ファイル整理によるスリム化・アクセス権の正常化に
より、情報共有の促進・リスク対策・コスト最適化を実現するソフトウェア。

※出典：ITR「ITR Market View：ファイル共有・転送市場2016/2017」

マルチサイト・マルチベンダー・マルチクラウド環境下での
データ管理、ファイルコラボレーション、データ移行を実現するソフトウェア。

ファイル共有 /データ移行ソフトウェア

既存のストレージ環境を活用しながら、ファイルコラボレーションや異なるドメイン間でのプロジェクト
ファイル共有を実現。また特徴あるファイルサーバのデータ移行をサポート。

PeerGFS/PeerSync

ストレージに求められる信頼性、性能、コスト全ての要素で圧倒的優位を誇る究極のストレージ。
ハイブリッドストレージシステム

ストレージ統合、クラウド基盤（パブリック、プライベート）、IoT/ビッグデータやマニュファクチャ
リング領域などの幅広いシーンに対応する大容量ストレージ。

Infinibox

金融をはじめとする各種産業や官公庁など、
業種、企業規模を問わず幅広く導入。

運用管理ソフトウェア
国内シェアNo.1※のシステム運用管理ソフトウェア。「Intelligence」「Monitoring」
「Automation」「Governance」の4つの分野で多様なニーズに対応。JP1HITACHI

大量イベントの高速処理による監視効率の向上が見込める他、多種多様な監視モジュールによる
イベントの統合管理を実現。

ログ監視ツール
統合監視ソリューション。ビジネス・サービスやアプリケーションが
中断することなく適切な効率で稼働することを保証するための監視システム。

IBM Netcool

高い信頼性を求められる金融業界において多数の実績。

監視・監査ソリューション
データベースのリアルタイム監視・監査ソリューション。
データベースへの全てのアクセスを監視することにより、個人情報や機密情報
を保護し、強固なデータベースセキュリティを実現。

IBM Guardium

大手信託銀行をはじめとする大規模運用センターにて導入実績あり。

ＲＢＡ（Run Book Automation）
柔軟性の高いプロセスワークフローエンジンを搭載したRBA製品で、
手作業によって行われているシステムの運用オペレーションをワークフロー化。
様々なIT運用作業に対応するカスタマイズ機能（画面・プロセス設計）を提供。

NetIQ Aegis

データセンターや金融・製造・流通・通信など、幅広い業種・規模の運用センターにて多様な実績あり。

ＲＢＡ（Run Book Automation）
サーバ・ストレージ・ネットワークの機器設定作業、ID 発行、インシデント管理、障害復旧な
ど幅広い領域に使用可能なテンプレートを数多く提供する汎用性の高いRBA製品。

Operations Orchestration

テスト自動化ツールの業界標準として、金融・製造・流通・通信と幅広い業種・規模のシステム開発
プロジェクトで国内外に多くの実績あり。

テスト自動化ツール
アプリケーション機能テストの自動化を実現するツール。システム開発において繰り返
し発生する煩雑なテスト作業を効率化することにより人的リソースの有効活用を実現。

Unified Functional Testing

Windowsサーバを運用しており、システム監視を実施していない環境へ推奨。
対象1台から導入できるため、スモールスタートが可能。

システム監視ツール
Windowsサーバ上で、広範囲で深い監視を提供できる
強力な統合アプリケーション監視システム。

NetIQ AppManager

運用監視/管理

領収書、ピッキングリスト、作業報告書などの電子化による工数削減で、業務効率化を実現。

電子帳票活用システム
ペーパーレス化を実現する電子帳票管理プラットフォーム。PDF帳票を安心・安全に
保管でき、必要にあわせた素早い検索で、ドキュメントを探す手間や煩雑さを解消。

※出典：テクノ・システム・リサーチ、2019年8月

BRMS ［Business Rule Management System］
Progress

金融業界を中心に500社を超える導入実績。ユーザフレンドリーな開発ツールで、業務サーバ
と開発者によるアジャイル・スクラム開発プロジェクトに最適。

ビジネスルール管理システム
人工知能研究より生まれた「推論エンジン」を搭載するBRMS製品。
内部設計と製造が一体化され、システム開発工数の大幅な削減を実現。

国内シェアNo.1※のBRMS製品。アプリケーションに組み込みやすい柔軟なアーキテクチャ。

ビジネスルール管理システム
オープンソースソフトウェアで提供される唯一のビジネスルール管理システム。
業務効率の大幅な改善、属人化するビジネスルールの可視化、判断ミス防止への
効果あり。迅速な意思決定の自動化を実現。

大手製造業や金融業など業界を問わず、導入実績あり。業務ユーザによるルールの運用管理により、業務スピ
ードの向上だけでなく、人件費の削減にも貢献。ルールの変更反映が１週間から１時間に短縮した実績あり。

ビジネスルール管理システム
業務ユーザの運用管理を最大限に考慮したBRMS製品。
Office製品ライクなUI、ユーザの声を反映させた製品開発により、ITスキルを
問わない運用管理を実現。

製造業、国内サービス業、大手グローバル金融機関等、業界問わず、ユーザ多数。保険業界では
商品発売サイクルを1/6に短縮し、年間での新商品発売数を5倍に増加させた実績を有する。

ビジネスルール管理システム
商品情報と業務規則の統合管理が可能な商品管理に特化したInnoRulesのオプション
製品。複雑な商品構造を持つ製品やサービスの開発・管理をシンプルかつ簡単にする
製品。商品開発スピードの向上や、商品データの運用・管理コストの削減の課題を解決。

（InfoCage FileShell）

※出典： ITR 「ITR Market View：システム連携／統合ミドルウェア市場 2017」

※2018Q1のPC出荷台数において世界シェアNo.1  出典：IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 2018Q1

※出典：『IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, Q3 2017』（2017年11月） ‒ ベンダー売上

※2008 ～ 2018年、出典：IDC’s Worldwide Quarterly Workstation Tracker Share by Company, 2019 Q1

HPE IceWall SSO

サイバーリーズン・ジャパン エンドポイント型セキュリティプラットフォーム
AIエンジンをベースに標的型攻撃などの高度なサイバー攻撃を検知・
防止。また専門アナリストによる監視サービス(マネージド・セキュリティ
・サービス)の提供及びランサムウェアやファイルレスマルウェア対策
の次世代アンチウイルス「NGAV」機能も搭載。

PC、サーバのセキュリティ対策として利用。専門アナリストによる
リアルタイム監視・一次解析・解決方法提案などにより、セキュリティ
担当者の運用負荷を大幅軽減。製造業、金融業など様々な業界に
て導入。SCSKで19,000ライセンス導入済。

セキュリティ

セキュリティ認証・アクセス管理

イントラネットの認証他、クラウドサービスとの認証連携など様々なアクセスデバイスへの対応
可能。SCSKにて販売、構築、保守まで一貫したサポートを提供。

国内シェアNo.1※のシングルサインオンを実現するソフトウェア。

業界問わず採用実績有。100台から導入が可能。

次世代アンチウィルス（NGAV） 型検知・インシデント対応ツール。
検知率98％（メーカー公表値）以上で従来型のアンチウィルスの検知率を大幅
に上回る。メモリーアタック等の非マルウェアの検知・対処もカバー。

Carbon Black
クラウド型ウィルス対策ソフト
Carbon Black

※出典：ミック経済研究所「個人認証・アクセス管理型セキュリティソリューション市場の現状と将来展望　2018年度版」

アプリケーションのアーキテクチャに関係なく、あらゆるインフラストラクチャで、オンプレミス、
仮想化、プライベートクラウド、パブリッククラウドのいずれにも容易かつ短時間でアプリケーション
の構築、開発、デプロイが可能。

コンテナプラットフォーム
コンテナアプリケーションプラットフォーム。
エンタープライズ用途で必要となる、コンテナ化されたアプリケーションの
ビルド・実行・管理を実現。

コンテナ技術

Globalで300社を超える導入実績。ブラックボックス化した膨大なコンテナ環境を可視化。
状況はGUIで表示・設定可能で、検知したセキュリティ・イベントを解析。オンプレ版・クラウド
版を選択可能。

コンテナモニタリング・セキュリティ
コンテナ環境のモニタリング・セキュリティプラットフォーム。
OSのシステムコールを可視化する特許技術により、コンテナ内部やコンテナ間
の通信状況をモニタリング。脆弱性の発見やサイバー攻撃など異常検知も実現。

サーバ/ストレージ/PC
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