知っているだけで 得する サーバーの最新テクノロジー
オンプレミス環境でのサーバー運用には、手元において管理できる大きなメリットがありますが、運用
管理上のさまざまなリスクがあります。しかし、その多くの悩みは、サーバーの最新テクノロジーによっ
て解決できるのです。そんなサーバーの最新テクノロジーを知って、ぜひ 得する 選択をしてください。
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あらすじ
ここは、地方の中核都市にて精密機械の部品製造を行っているモノづくり企業A社。
グローバルに展開している企業へ精密部品を提供するなど、
技術力に定評がある。
社員100名ほどの規模で社員の多くが工場勤務の熟練工であり、
システムの運用は総務
部との兼任者が従事。
間接部門は少数精鋭のため、
システムの運用には苦労が絶えない。
そんな中、
同社にはさまざまなIT課題が降りかかるが、
どのように乗り越えていくのか？

登場人物紹介
モノづくり企業 A 社 社長
機械工学が専門で、若いころは技術者として大手企業に勤め、30代で地元に戻り
起業。高い加工技術を武器に、一代でA社を成長させてきた社長。カリスマ性はない
ものの物腰が柔らかく、部下の意見をよく聞いてくれる優しい人柄。

モノづくり企業 A 社 総務兼一人情シス 担当者
総務と兼任してシステムの面倒を見ている、
入社3年目の若手社員。
一人情シスとし
てインフラの管理を行っているが、
自分でスクリプトを書くようなITスキルは持っ
ていない。
日々の業務に忙殺されており、
相談相手が少ないことを嘆いている。

某商社 エンジニア
複合機や机などの什器、電話設備、ネットワークやサーバーを含めたインフラな
ど、企業に必要なあらゆる商材を扱う商社エンジニア。顧客の課題を即座に見極
め、企業に最適なソリューションを提案してくれる。A社に役立つ情報を常に提供
してくれるため、社長や担当者からの信頼も厚い。
某商社
エンジニア
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モノづくり企業 A 社
総務兼一人情シス
担当者

モノづくり企業 A 社
社長

サーバー運用の悩みを機械学習で解決する方法

Vol.1

ちょっと相談が⁝

お︑今日も忙しそうだね︒

モノづくり企業A社
総務兼一人情シス
担当者
モノづくり企業A社
社長

かなり忙しいんですけど︑
どうしました？

ちょっとね︑使っているサーバーの
調子が悪いみたいでさ︒
見てくれないかなぁ︒

この仕事量を

見てくださいよ︑

無理でしょ絶対

そ︑そうだよね︒

数時間後・・・

じゃあ︑彼を呼ぶか⁝

!!
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分かりました︑
ちょっと見てみますね︒

あ︑そうだ︑

きたね︑AI︒

僕はよく分かってないけど︑

いろんなところで聞くもんね︒

分析、予測

こんな状況にならないような
仕組みがご紹介できますよ︒

Not using best practices

こんにちは︑

え︑何それ？
こんな殺伐とした雰囲気に
ならない方法があるの？

最近はやりのAIを使って︑
自動的にサーバー の

HPE InfoSightは︑

ヘルスチェックを行ったり︑
壊れそうな部品の予兆を

Storage-related issues

Interoperability issues

サーバーの調子が悪いということで
お伺いしました！

おお︑待ってたよ︒
実は担当者が
あんな感じなので︑
サーバーの様子が
分からなくてさ︒
ちょっと見てみてよ︒

世界中で利用されている

実稼働データを収集し︑

知らせてくれたりする

﹁HPE InfoSight﹂

そこで学習をしていくんです︒

HPEのサーバーから

HPE InfoSightTM

仕組みなんです︒

センサー
データの収集
っていうんですけど︒
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Configuration issues

Host, VM, network issues

某商社
エンジニア

世界中のマシンから！

機械にも学びがいるんだね︒

HPEはグローバルで

数多く出荷しているベンダー

だけに︑国内ではなく︑

全世界のサーバーと

いったら︑

すごい台数になるね
おっしゃる通りです︒

その膨大な実稼働データは5つのプロセスで

機械学習を進め︑予測分析を進めて

いくことになります︒

﹁観察﹂﹁学習﹂﹁予測﹂﹁推奨﹂﹁対応﹂というプロセスです︒

HPE InfoSight‒AI による効率向上
InfoSightの機械学習および
予測分析プロセスにおける5つの重要なステップ
1.観察
（Observing）

環境に何が起こっているかを観察します。

Observing

2.学習
（Learning）

観察から学習し、環境からの観察結果を、似た機能を
展開している他の環境の観 察結果と組み合わせます。

Acting

HPE InfoSightTM

Recommending

Predicting

Learning

3.予測
（Predicting）

テレメトリデータに基づいて結果を予測します。

4.推奨
（Recommending）

環境の変更に関する推奨事項を提供します。HPE 機能と
製品の変更およ びホストベースの機能の変更は、問題を
防止し、パフォーマンスを向上し、リソースを最適化する
イ ンテリジェントな意思決定です。

5.対応
（Acting）

この推奨事項に対応することで、HPE 製品だけでなく
データセンター内のツール チェーン全体の環境が大幅に
改善されます。
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自社の環境を判断して︑

これを見ると︑世界中の情報から
聞こえてきましたけど︒

なんか私にとってよさそうな話が

問題がありそうなら自分でアクションを
起こしてくれると︒
これってすごくない

本当に自己修復みたいな最適化を
サーバー自身が行ってくれるの？

はい︑

なのです︒

それがHPE InfoSight

いわゆる機械学習って

わけですね︒

すでにストレージ分野では2010年

実はこの InfoSightは︑

からの実績があります︒

それをサーバー分野に応用したのが

2019年のこと︒

これから効果を発揮してくれるはずですよ︒

6

ふー︑ようやく
一息つけそうです︒

!?

…

今後に期待って
わけですね

たとえば︑こんな話があります︒
ストレージが一度再起動したのですが︑
半日くらいして

UPSのメンテナンス作業が原因で
あったことが判明したそうです︒
サーバーでも同様のことが期待できます︒

すごいね︑サーバーの
障害原因分析を自動的に
行ってくれる時代が来るなんて︒

すでにOperational
ダッシュボードにサーバーの健康状態を
表示させ︑今のサーバーの運用状況が
可視化できるようにはできます︒

ありがたいな︒

いったんサーバーの状況が分かるだけでも

私はとにかく運用負荷が減れば︒

日々の業務に忙殺されいているんで︑

サーバー管理だけでも負担を減らしたいですから︒

7

で︑これをつかうのに︑
どうすればいいんだい?

使われているサーバーは
3年前にご導入いただいたものですよね?

ええ︑ProLiantの
Gen9世代です︒

であれば︑最新サーバーに
買い替えてください⁝⁝
なんて言うこともありません︒

︑Gen9︑Gen8世代の

iLO5︑iLO4を搭載した
Gen

サーバーで使用可能です︒
仮想マシン型の管理サーバー※を
用意するだけで
いいんです︒

※iLO Ampliﬁer Pack

サーバーを買い換えることなく︑

今すぐ利用できるってことなんですね

ちなみにこの機能って⁝
高いの？

いえ︑無償で提供されますよ︒

そりゃいいね！

さらに詳しく

話を聞かせて！
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10

サーバー運用の悩みを機械学習で解決する方法

まとめ

少数精鋭でサーバー運用している企業に
とって、日々のメンテナンスにはできる限り
時間と手間をかけたくないものですよね。

AI によるデータセンター運用の自律化へ‒HPE InfoSight
次世代ITインフラは「自動化」から
「自律化」へ

Host, VM, network issues
Interoperability issues

Nimble
Storage

Configuration issues

HPE InfoSightTM

3PAR
Storage

Storage-related issues
Not using best practices

Nimble

3PAR

2010 年〜

2018 年〜

ProLiant

Synergy

Apollo

SimpliVity

2019 年〜
対応機種が大幅に拡大

世界中で利用されているHPEのサーバーから情報を収集
し、AIに よ っ て 機 械 学 習 し て い く「HPE InfoSight」を 無
償で提供。グローバルで数多くのサーバーを提供している
HPEならでの膨大なデータが、AIの精度を高めます。自動
的にサーバーのヘルスチェックを行ったり、壊れそうな部
品の予兆を知らせてくれたりすることで、サーバーの不調
をいち早く察知、将来的にはサーバー運用が自動化できる
世界が手に入ります。
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HPEならではポイントは大きく3つあります。
特長 1
クラウドベースのAI主導型運用。
ストレージで2010年から開始、長年の
サービス実績があり、運用工数とコスト削減が可能

特長 2
全世界のHPE製品から実稼働データを収集。
最新機種のみならず、
iLO 5、
iLO 4を搭載したGen10、Gen9、Gen8世代のサーバーで使用可能

特長 3

すでに「サーバーシステムの状態の可視化」を実現。

AI機能による学習を経て、
今後段階的に「予測・推奨」
機能を強化

2010年からすでに運用しているストレージでは、
大きな効果を実現しています。
時間を無駄にしません

ストレージ問題の管理にかかる時間を

85% 短縮 1

手間がかからない管理

ストレージ運用コストを

79% 削減 2

問題の予測と防止

86%
の問題を自動的に予測して解決 3

1. ESG Whitepaper（2017年9月）‒ Assessing the ﬁnancial impact of HPE InfoSight Predictive Analytics
2. カスタマーサーベイに基づいて潜在的な削減額を示しています。HPEは財務に関する助言を提供していません
3. HPE Nimble Storageのインストールベースの内部調査
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他にも、サーバーの運用を自動化できないん
でしょうか？

セットアップから運用、問題解決までを容易にするだけでなく、サーバーの
性能を最大まで引き出す最適化機能をご利用いただけます。

101
010

①セットアップ

②性能最適化

③サーバー管理

④障害予兆の
自動通報

⑤ログ解析

たとえば、サーバーのセットアップもF10キーを押すだけで自働で開始して
くれます。iLO5上にセットアップに必要なツール類をすべて格納し高速な
セットアップを可能にしました。基本設定を数分で完了し、OSインストール
やファームウェアの更新、アレイの構成や管理など、サーバーを使い始める
までに必要な手順の大半を自働化してくれます。

Intelligent Provisioningの利用手順
F10キーを押す

電源を入れる

1
4
自動でインストール

2

F10

3
選択する
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社長！
取引先A社から
メールが届いたんですけど︒

何か調達先の
調査依頼で︑
セキュリティ対策に
ついての状況を
知らせて
欲しいって︒

大口のお客さんなので
対応せざるを得ないが︑
一体どんな回答が必要なんだ？

社長︑保守の点検が終わりましたので︒
あ︑どうしたんです？

いやね︑
うちが部品を納めている
海外の取引先A社から
セキュリティ対策の
調査依頼が来てね︒
いろいろ回答しないと
いけないみたいなんだ︒

ああ︑

サプライチェーンリスクへの
備えですね︒

私が担当している

ほかの企業でも︑

同じように取引先から
調査依頼が

来ているみたいですね︒

サプライチェーンリスク？

何ですか︑それ︒

12

導入時に潜むサプライチェーンリスクからの脱却する方法

Vol.2

最近いろいろ
話題になっているんですよ︒

IPAが今年発表した情報セキュリティ
大脅威のランキングでは︑

1位

標的型攻撃による被害

1位
2位

ビジネスメール詐欺による被害

3位
3位

ランサムウェアによる被害

2位
4位

サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃の高まり

NEW
5位

内部不正による情報漏えい

8位
6位

サービス妨害攻撃によるサービスの停止

9位
7位

インターネットサービスからの個人情報の窃取

6位
8位

IoT 機器の脆弱性の顕在化

7位
9位

脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加

4位
10 位

不注意による情報漏えい

12 位

新たに登場して話題になっています︒

﹁サプライチェーン﹂に関連したリスクが

10

「情報セキュリティ 10大脅威 2019」組織編

昨年順位
組織における 10 大脅威
順位

出典：2019年1月、情報処理推進機構（IPA）
発表

そんなに話題に
なっているとは
知らなかった︒
で︑具体的には
どんなリスクなんだい？

大きな意味では︑
商品の企画からその商品が
消費者の手元に届くまでの一連の流れとなる
サプライチェーン全体での
セキュリティリスクの
ことです︒例えば …

委託先から納品されたソフトウェアに

マルウエアが混入されている︑

取引先から機密情報が流出してしまう︑

ネットワークで直接つながっている

取引先のサーバーに脆弱性があり︑

そこから攻撃を仕掛けられる︑

といったものが具体的な例です︒
…
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まあうちは
部品を納めているだけだし︑
直接取引先とネットワークで
つながっていないから
マルウェアを送り付けることも
なさそうだけど︒

…

じゃあ︑A社に対する報告は
そんなに問題なさそう

いえ︑最近では製造工程や流通工程で
ハードウェア内に
スパイチップを組み込んで
情報を搾取されるというリスクも
出てきているんです︒

そんなことが
現実的にあるの？

今は

懸念のある情報通信機器を

〝情報漏えいや機能停止の

調達しないように〟
という通達が

重要インフラ事業者に

出されているほど︒

アメリカでは︑2017年に

NIST策定のガイドラインに

リスクマネジメント﹂が明記され︑

﹁サイバーサプライチェーン

防衛調達に参加する全ての

企業に対してセキュリティ対策の

義務化がされています︒
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そんなこと言われてもなぁ︒

それってどうやって
調べたらいいのかね︒

例えば
うちで使っている
サーバーにスパイチップが
入っているか
どうかなんて
わからないでしょ？

HPEのサーバーなら
大丈夫ですよ︒

サーバー内に組み込まれた
セキュリティチップ
﹁HPE iLO 5
︵integrated Lights︲Out︶﹂
がスパイチップの痕跡を
知らせてくれますから︒

え︑iLO？

そうです︑iLOです︒

遠隔地からサーバーを

制御するためのチップだと

おもわれがちですが︑

最新のiLO 5の機能の1つに︑

サーバーが意図せずに

構成変更されたことを

検知する機能が

備わっています︒
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HPEの工場で組み立てる時に︑

それはそれで便利だけど︑その機能を

仮に工場では無事に
組み立てられていても

実装するのが大変じゃないの？

世代には

すでにそのiLOが入っているんです︒

HPEのサーバー︑Gen

2017年から提供しています

社長︑大丈夫ですよ︒

新しいサーバーを

入替えを検知

納品されるまでの倉庫や

「サーバー構成ロック」が
SSD カードに入替え

トラックなどの流通工程内で

犯罪者がマルウェア入りの

設定ずみ

買えとかいうんでしょ？

サーバーを立ち上げた時に︑工場
出荷時のサーバー構成から
変更が発生していたら

「サーバー構成ロック」

埋め込まれたら?

電源を入れたら
警告メッセージが！

犯罪者がHWを入替え！

偽造品や悪意のあるソフトウェアが
埋め込まれたパーツがサーバーに
取り付けられたら︑どうなるの？

ファームウェアの指紋認証の

拠点B
移送中
拠点A

移送中に変化がないか
検知できるように
「サーバー構成ロック」を設定

ような仕組みがiLOの中に
入っていて︑HPEが保証できる
ファームウェアかどうか

サーバー構成ロック : 物理的な攻撃からサーバーを守る
拠点Aから拠点Bにサーバーを移送する場合
能
新機

画面に通知されるんです︒

でも︑高いライセンス費用が

かかるんじゃ?

それが︑

従来から販売している

iLOライセンスで

可能なんです︒
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10

検知されるんです︒

それに、HPEは貿易
協定法指定国からし
か調達しません。

じゃあ今使っているものは︑
最初の構成通りで
運用されているというわけね︒

そうですね︑
スパイチップが
埋め込まれた状況では
ないことが分かります︒

じゃあ︑A社の調査報告にも
スパイチップの可能性がないことが
ちゃんと報告できますよ︒

A社が懸念する
サプライチェーンリスクの解消にも
つながることで︑
信用度も高まるかもな︒

これら
サプライチェーンリスクなどは
今後ガイドライン化されたり
法令化されたりする
可能性があります︒

そのタイミングで
サーバーを
入れ替えるのは
大変ですからね︒

将来くるであろう日本や海外での

法令規制化にも対応できるようになっているのが︑

グローバルにビジネスを展開している

HPEならではなんでしょうね︒

将来も見越して

セキュリティ対策が

すでに盛り込まれているのは

とってもありがたい︒

もう少し詳しい話を教えてよ︒

では詳しく説明しますね︒
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導入時に潜むサプライチェーンリスクからの脱却する方法

まとめ

新たに取り沙汰されているサプライチェーン
リスクへの対策は、自主的に行うだけでなく、
取引先からも求められてくるものですよね。

1

2

3

4

5

製造工程

移送工程

導入・起動

運用段階

廃棄

自社開発の
BIOS/UEFI
厳格な品質管理
プロセス

シャーシ侵入
検知スイッチ
サーバー
構成ロック

Silicon Root of Trust
セキュアスタート

セキュアリカバリー
検知・復旧

One-button
セキュア消去
完全なデータ
消去/暗号化

HPEで は、
サ ーバー の
BIOS/UEFIを自 社 開 発
し、R A I Dコ ン ト ロ ー
ラー やHDD/SSD、NIC
などのファームウェア
を含め、
HPE独自の厳格
な品質管理プロセスを
経てデジタル署名を施
しています。

サーバーの移送・流通 「iLO5」がBIOS/UEFI、 「iLO5」が シス テム 稼
段階で、サーバー本体
コンポーネントのファー 働中にファームウェア
の 蓋 の 開 閉 やNIC等
ムウェアに対しデジタ の 問 題 を 検 知 し、改
の不正部品の混入が
ル 署 名で 健 全 性 を 確 変 や マル ウェアの 感
あった場 合 には、ハー 認します。改 変が発見 染 が 発 見さ れ た場 合
ドウェアへ 第 三者
された場合には、直前 は、オンラインのまま
か ら の 干 渉 が あった
の 健 全な 状 態 か工 場 で 正 常 な 状 態 に自 動
ものとして、初回 起 動
出荷時状態に戻すこと で 復 旧 させる こと が
時 に 警 告メッセ ー ジ
ができます。
できます。
を表示します。

サ ーバ ーを 廃 棄 する
段 階 で は 完 全 かつ 瞬
時 の デ ー タ消 去 を実
現します。最 強クラス
の 暗 号 化と鍵 管 理テ
クノ ロ ジ ー に よ り、
サ ーバー 内 の 記 憶 装
置 からデ ー タが 再 構
築・再取得できないこ
とを保証します。

取引先とのビジネスを継続させるためにも、スパイチップ
などの混入を防ぐ手立てがきちんと図られているHPEの
サーバーがおススメ。ハードウェア内に標準搭載された
iLO(integrated Lights-Out：アイロ)と呼ばれるチップ
によって、サーバーの構成情報が変わったことを素早く検
知できます。サプライチェーンリスクを回避することで、
取引先への信用度も高まります。
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ファームウェアが書き換えられるリスクからサーバーを守る方法

Vol.3

⁝そういえば︑先日知り合いの会社の

彼女に任せているからさ︒

まあセキュリティ対策の基本的な部分は

WebサイトだってHTMLなどで
記述されたソフトウェアですから︑
脆弱性を利用すれば
改ざんされてしまうこともありますよ︒

害が大きくならないよう︑
脆弱性への対応などは
しっかり行っておいた方がいいですよ︑
社長︒

改ざんについてのリスクが

最近ファームウェアの

そうそう︑改ざんといえば︑

そこまでセキュリティに詳しくないですよ︒

お守りをしているわけじゃないので︑

私だって専任でシステムの

ホームページが改ざんされて︑
えらい被害にあったって聞いたんだよね︒

Webサイト経由の
注文が多かったから︑
売上にも大きく
影響したって言ってたよ︒

取り沙汰されていますね︒
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ファームウェア？
そんなところって
改ざんされるんですか？

ファームウェアも実際には
プログラムで作られたソフトウェアですので︑
当然改ざんされるリスクが

製造工程や流通工程で
悪意のある人がファームウェアを
書き換えるという︑
サプライチェーンにおける改ざんもありますし︑
マルウェアによって改ざんされる恐れも

おすすめなのが︑

HPEのサーバーです︒

内部にファームウェアの

改ざん検知が可能な仕組みが

実装されています︒

改ざんされるタイミングが

HPE iLO 5

考えられています︒

へ？

何かソフトウェアで

たくさんありそうだけど︑

ありますよ︒

検知するんじゃないの？

サーバー内に組み込まれた

改ざんなんて︑

と呼ばれるチップです︒

︵integrated Lights︲Out︶

チップで検知します︒
それが︑

どんなタイミングで

有効な対策なんてあるの？

行われるんだい？
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サーバー構成
ロックをしてくれる
チップですね？

iLOにはサーバー構成ロック
以外にも様々な機能があるんです︒

このiLOの機能の1つに︑
ファームウェアの改ざんを

iLO内に正常な
ファームウェアが
格納されているため︑
検知した場合は︑正常なファームウェアに
書き換えを行うことができるため︑
検知後の自動復旧までが可能なんです︒

iLO内部の隔離された
安全な領域に保存されている
正常ファームウェアを
書き戻して復旧
①検知

検知する仕組みが備わっているんです︒

でも︑

②復旧

ファームウェア

検知しただけじゃ⁝︒

ProLiantサーバーに内蔵されている、
独立した小型コンピューター

iLOチップが
ファームウェアの改ざんを検知

iLO

OS

私だけじゃ
復旧させられないし︒

それは大丈夫！

HPE Gen10サーバーは
ファームウェア改ざん検知・復旧が可能

正常ファームウェア

iLO内部
隔離された安全領域

他社のサーバーにも

同じような仕組みはあるの？

サーバー起動時に正常性をチェックする

仕組みを持っている製品はありますが︑

稼働中にチェックする機能は

備わって無いんですよ

稼働中にファームウェアが

書き換えられると？

メンテナンスや

アップデートなどを

行った際︑サーバーを再起動
しますよね

その再起動を︑

正常なファームウェアで

行えないリスクが

あるということです︒
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改ざんを検知し正常なファームウェアに復旧

HPEのサーバーであれば︑

えッ

正常なファームウェア
検知復旧

正常稼働
再起動
稼働
起動

その問題はないわけね?

改変されたファームウェア
正常なファームウェア

HPE ProLiant Gen10サーバー

サイバー攻撃

正常ではないファームウェアで
再起動するっということは?

サーバー起動時のチェックする
仕組みどころか︑最悪の場合は

稼働
起動

一般的な
x86サーバー

正常なファームウェア
常時
改ざんチェック

再起動

起動不能
不正動作の
リスク
起動時のみ
改ざんチェック

はい︑
サーバー稼働中も
iLOが検知を行い
何かあれば
稼働のまま
自動復旧する
ことができます︒

止めなくていいんですか?

じゃあ全然運用管理の手間をかけずに︑

ファームウェア改ざんのリスクに

対応できちゃうんだね︒

HPEのサーバーを使うだけで︒

おっしゃる通りです︒
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サーバーを立ち上げることすら
できなくなります︒

他社サーバーとの大きな違い
運用中も、
本当に使える機能ですか!?

でも︑ほら社長︑
忘れてませんか︑
大事な〝お金〟のこと︒

はっ

そうだよなぁ︒
いい機能ではあると思うけど︑
値が張るようだとさすがに
導入できないし︒

それが︑従来から販売している
iLOライセンスで可能なんです︒

えー

!?

iLOライセンスには

サーバー構成ロック以外にも

含まれているということですか？

iLOのライセンスひとつで

様々な機能が使えるということ？
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はい︑iLOのライセンスには︑
サーバー構成ロックやセキュア
リカバリーをはじめ︑多くの機能が
含まれています︒

他にも︑
ランタイムファームウェア検証や
パフォーマンス監視︑
ワンボタンでのセキュア消去機能
なども含まれているんです︒

わざわざ追加で特別な機器を
導入する必要もなく︑
サーバーだけで手間なくリスクに
対処できるなんて︑

こんな
ありがたい
ことはないな！

もう少しiLOの

詳しい情報を教えてくださいよ︒

個別にご紹介しますね︒
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ファームウェアが書き換えられるリスクから
サーバーを守る方法

まとめ
ホームページの改ざんリスクは顕在化して
いますが、今後はファームウェアに対する備
えも必要ですよね。

一般的な Root of Trust

標準的な
BMC

ハードウェア
︵シリコン︶

ハードウェア
︵シリコン︶

×

起動時のみの
検証

OSブート
ローダー

オプションROM
ファームウェア

UEFI
BIOS

SPS
ファームウェア

ファームウェア

I.E.
ファームウェア

カスタム
HPEチップ

起動時だけでなく︑毎日自動的にチェック

BMC
ファームウェア

SPS
ファームウェア

リカバリ
ファームウェア
（iLO、UEFI、I.E.、
オプションROM）

ファームウェア

×

システム

ファームウェア

×

UEFI
BIOS

セキュアブート

システム

BMCの
リカバリは無し、
BIOSのみに
限定された
リカバリ

OSブート
ローダー

HPE Silicon Root of Trust

CPLD
ファームウェア

HPEの サ ー バ ー で あ れ ば、
ハ ー ド ウ ェ ア 内 にiLO
(integrated Lights-Out：アイロ)と呼ばれるチップが標
準で搭載されており、ファームウェアの改ざんを検知だけ
でなく、万一改ざんされた場合でもサーバーを止めること
なく自動的に復旧させることができます。しかも、導入初
期だけでなく運用段階に入っても改ざんチェックを行っ
てくれるため、ビジネスを止めることなくリスク回避に貢
献します。

25

HPEならではポイントは大きく3つあります。
自社シリコンチップ (iLO 5) へ Root of Trust を埋め込み
業界標準サーバーにてSilicon Root of Trustを実装
OSが立ち上がる前の百万行以上のファームウェアコードの健全性を保証
定期自動/オンデマンドでシステムファームウェアの信頼性を検証
iLO 5 NAND上のレポジトリーに有効で安全なファームウェアコピーを保管
iLOの監査ログを通じ改ざんされたファームウェアに対して検知、アラート
改ざんされたファームウェアに対し、健全な状態の
ファームウェアにまで自動復旧
サーバー稼働中の状態で、出荷段階の工場設定への自動復旧、
あるいは健全なことが証明されている最新の設定への
自動復旧

すでに導入いただいたお客様からは、実感 の声をいただいます。
株式会社ジェーシービー様 ： Synergy SY480 Gen10導入事例
クラウドネイティブアプリの開発環境用サーバー
「サーバーが標準で高度なセキュリティ機能を備えていること」
を高く評価

株式会社モンテール様 ： DL360 Gen10導入事例
商品企画情報システムを刷新 Gen10サーバーのセキュリティが選定のカギに
「セキュリティリスクへの備えを強化できることに大きな意義がある」
「何かあったら困るシステムだからこそ、
確かな裏付けのある安心感が欲しい。
『世界標準の安心サーバー』
が、
私たちの期待に応えてくれるものと確信しています。
」

奈良先端科学技術大学院大学様 ： DL385 Gen10導入事例
大容量メモリ/AMD EPYC搭載最新サーバーによるビッグデータ用計算サーバー
Gen10のセキュリティ機能が
「大きな安心材料」
に
「自治体や企業との共同プロジェクトの中で機密 情報を扱う機会が増える中、
サーバー 自体が備えるセキュリティ機能は今後ますます重要になるはずです。
」
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社長︑５年前に入れ替えたサーバー︑
サーバーだけじゃなくて︑

今入れているのって︑

ファブリックスイッチや
ストレージの３階層のものです︒

お金の面でイーサネットスイッチも含めて

バラバラに調達しているので︑まとめて

保守できる環境にして欲しいんですけど︒

お金はあんまり出せないんだけど⁝

あ︑そうそう︑この前業界の集まりに出たら︑

HCIってキーワードが出ていたな︒

柔軟性があって便利だって取引先の社長が言ってた︒

HCIって知っている？

Infrastructure)

いよいよ保守切れですって︒

新しいサーバーに

(Hyper-Converged

間もなく終了します

リプレースしないといけないの？

HCI

サーバーの保守が
また金がかかりそうだなあ︒

おすすめだよ

中小規模でもハイパーコンバージドをはじめる方法

Vol.4

イーサネット スイッチ

ハイパーバイザー

ストレージ ファブリック
＋
ストレージ（SAN）

3階層
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おはようございます︑社長！

おお︑
ちょうどいいところに！

私も聞いたことは
あるんです︒

サーバーの内蔵ディスクを

よくご存じですね︒

最近サーバーの更改でよくHCIが
利用されていますよ︒

こんな構成でサーバー環境が

構築できるので︑従来よりもぐっと

+

ハイパーバイザー

イーサネット スイッチ

お手頃価格になり︑構成もシンプルです︒

ハイパーコンバージド インフラストラク チャ
（HCI）

従来の“3層”仮想化基盤

標準的な x86 サーバー
＋
ローカルドライブ

ストレージ ファブリック
＋
ストレージ（SAN）

SDS
費用
など
物理的な機器の大幅削減
設計 / 運用管理がシンプル
スケールアウトが容易
（結果として）コスト最適化
イーサネット スイッチ

ちょっと相談があるんだけど︒

ストレージとして使うので︑

HCIって詳しい？

従来構成よりもシンプルにできるし︑

サーバーの入れ替えの

ストレージ専用の知識が不要で

タイミングが来たので︑

簡単に増設とかもできるって︒
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いいものないか
考えていたんだけど︒

あらためて
HCI（ハイパーコンバージド インフラストラクチャ）のおさらい

HCIってよさそうじゃない！
これ︑すぐに検討してよ︒

でもこれっていわゆる

大きな仕組みです︒

保守の面でもメリットが

ストレージ専用の知識もいりませんし︑

設計や日々の運用もシンプルです︒

物理的な機器も減りますし︑

そんなことはないですよ︒

絶対高いと思うんですけど︒

仕組みですよね？

ストレージも動かす

仮想環境でアプリケーションも

Vol1：Azure Stack HCI 編

でもHCI専用のハードウェアが
そもそも高価ですし︑
仮想化するなら

一般的なHCIだと運用フェーズに入れば

コスト効果が出てきますし︑拡張のしやすさの面でも

でも︑初期費用が高額になる

メリットが大きい︒

ケースがあるのは否定できません︒

ハイパーバイザーとかに
お金がかかるので︑

結局高いんだから︒

期待を持たせたところで︑

ほらね︑

結局初期のコストは
かなりの値段がするんでしょ？

中小企業には
厳しいのかねぇ︒
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まず通常のHCI 特化型の構成と
Azure Stack HCIの構成の違いです︒

アプリケーションライセンス
OS ライセンス

OSライセンス（HCI技術込み）

余った予算でハイブリッド化（運用効率化）

でも

アプリケーションライセンス

いい方法があります︒

え？いい方法って

マイクロソフトが提供する

ハードウェア
仮想化技術ライセンス

Azure Stack HCIを︑
HPEのサーバー上で利用すると
安価な構成でもHCIが実現できるんです

あれ？

ハードウェア強化分

HCI ソフトウェアライセンス

Windows Server利用企業が最初に検討すべき選択肢

コスト余分
ハードウェア

Azure Stack HCI

仮想のためのハイパーバイザーの費用がかからないうえ︑

仮想マシンを提供

1. 経済性
2. 高速
仮想マシンを提供

HCIのソフトウェアライセンスもない⁝

そうなんです︒

Datacenter Editionの

Windows Server 2019

機能の一つにStorage Spaces

Direct S(2D が)含まれるため︑

それ以外のライセンス費用が浮きます︒

一部のローカルディスクなど

ストレージ部分とNICの強化は必要ですが︑

小さな投資でHCIが実現できます︒

30

価値 / コストでどちらを選びますか？
HCI 特化型

??

!!

規模に応じたラインナップで
調達できるのがHPEの強みです︒

Azure Stack HCI

2019 年 6 月現在、18 種類の認定を取得
保守が可能なのも大きなメリットです︒

追加費用なくすべてワンストップで

Azure Stack HCIの部分まで︑

もちろん︑ハードウェアから

様々なニーズに応える
HPE Azure Stack HCI ポートフォリオ

でも︑HPEじゃなくても
できるんでしょ︑この構成は？

HPE Synergy
480 Gen10
HPE ProLiant

HPE ProLiant

HPE ProLiant

実は安価なタワー型の

HPE Apollo

4200 Gen10
DL385 Gen10
DL380 Gen10
DL360 Gen10
HPE ProLiant

Windows Server

コンポーザブル

ML350 Gen10

マシンでもこの構成が

大容量ストレージ
AMD EPYC
Intel Xeon Scalable
サーバー
タワー型

実現できるのが
HPEなんです！

タワー型の
ハードウェアから
利用できるの？

「タワー型」から「コンポーザブル」まで

https://www.hpe.com/us/en/alliance/microsoft/azurestackhci.html

ワンストップで

保守してくれるのは助かる！

すべてをクラウド上に

移行するなんて話も聞くけど︑

結局自分たちで全て対応するのは

専任の技術者がいない

中小企業には大変だもの︒

さらに︑クラウド環境である

Azureと連携することで

オンプレミスとクラウド双方を柔軟に

活用するハイブリッドクラウド環境も

容易に整備できるんです︒
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それは何がうれしいの？

環境の
整備

用意できたり︑

クラウド上にバックアップ環境が

る
のあ
性
将来 基盤

災害対策用のBCP環境を
整備したりなど︑
将来性のある基盤として
活用できるんです︒

そうか⁝使わない手はないな！

私の負担も
減りそうですし︑
ぜひ入れましょうよ！

今後新たにサーバーが
必要になっても︑
仮想環境なのでストレージを
増設すれば
簡単にスケールアウトしていけますから︑
とっても柔軟性の高い環境が
手に入りますよ︒

ちょっと︑

もう少し詳しい話を

聞かせてくれる？

詳しくは

別途ご紹介しますよ！
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BCP

に
ウド
クラ
ップ
クア
バッ

中小規模でもハイパーコンバージドをはじめる方法

まとめ

従来サーバーやストレージ、ファブリックス
イッチなどを組み合わせて構築していた業務
インフラ基盤から脱却できるHCIですよね。

Azure Stack HCI で今始められるクラウド活用
できるところから取り入れて、無理のないハイブリッドクラウドの実現へ

Azure Stack HCI
既存システム
・個別調達で保守が困難
・ストレージ専門知識が
求められる
・拡張しにくい
・クラウド連携できない

パブリッククラウド

優れたコスト効率

クラウド

Azure連携ビルトイン
ここが架け橋

圧倒的なパフォーマンス
サーバー

ストレージ

ネットワーク

最小構成２台からスタート、
柔軟な拡張性

▪Azure Backup
▪Azure Site Recovery
▪Azure File Sync
など

月額従量課金 (HPE GreenLake）

OSにハイパーバイザー、HCI機能が含まれているマイク
ロ ソ フ ト のAzure Stack HCI を 利 用 す れ ば、最 小 限 の
コストで将来的にはマルチクラウド連携も視野に入れた、
柔 軟 な イ ン フ ラ 環 境 が 整 備 で き ま す。HPEで あ れ ば、
タワー型のハードウェアでもAzure Stack HCIが利用
でき、ハードウェアから仮想環境まで、全てワンストップ
での保守が可能な環境が手に入ります。
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iLO 5 搭載 HPE Gen 10 サーバープラットフォーム
タワー型サーバー
HPE ProLiant ML ライン Gen10
幅広いビジネスワークロードに応えるタワー

型サーバーです。優れた拡張性を備え、豊富

HPE ProLiant
ML30 Gen10

なオプションをご活用いただけます。

ラックマウント型サーバー
HPE ProLiant DL ライン Gen10

HPE ProLiant
DL20 Gen10

HPE ProLiant
DL380 Gen10

高密度サーバー
HPE Apollo System

HPE ProLiant
ML110 Gen10

HPE ProLiant
ML350 Gen10

1U/1ソケットから4U/4ソケットモデルまで、業界トップクラスのラ

インアップを誇るラックマウント型サーバーです。最先端のサー
バーテクノロジーをいち早くご活用いただけます。

HPE ProLiant
DL325 Gen10

HPE ProLiant
DL360 Gen10

HPE ProLiant
DL385 Gen10

HPE ProLiant
DL560 Gen10

ハイパーコンバージドインフラ
HPE SimpliVity

HPE ProLiant
DL580 Gen10

コンポーザブルインフラ
HPE Synergy

クラウド、ビッグデータ、HPC、

複 雑なIT環 境をシンプルかつ

コ ン ピ ュ ート、スト レ ー ジ、

規模なデータ処理に威力を発

代ハイパーコンバージドシステ

統 合し、仮 想 化と物理の環 境

AI/ディープラーニングなど、大

揮する高密度型サーバーです。

（HPC空 冷 システム、AI/ディー
プラーニング 、ビッグデータ

分析オブジェクトストレージ、
高密度型システム）

コンパクトに統合できる「新世

ム」です。独自のハードウェアア
クセラレ ー ターを 搭 載し、圧

縮・重複排除、バックアップの驚
異的な高速化を実現します。

ネットワー クファブリックを
を自由に組み立てできる世界

初のコンポーザブルインフラ
製品です。

タワー型サーバーやラックマウント型サーバーをはじめ、
高密度サーバーからハイパーコンバージドなど、
「HPE
Integrated Lights-Out 5（iLO 5）」を 搭 載。ハ ー ド ウ ェ
ア主導のサーバーセキュリティ、サーバーのライフサイク
ル全体にわたる運用の自働化を実現しています。
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