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オープンソースソフトウェアによるIT基盤統合管理
Hinemosを活用しSAP製品からクラウドサービスまでを統合管理しITコストを大幅に削減

Solution Ｏｖｅｒｖｉｅｗ : オープンソースソフトウェアによるIT基盤統合管理

企業のIT環境は、仮想化技術の利用、クラウドサービスの活用が急速に進行し、技術基盤が多層化、複雑化しています。その反面、ビジネス

サービス単位での稼働状況の把握などが求められており、ネットワーク、ハードウェアからアプリケーションに渡っての統合的な稼働監視の必

要性が高まっています。クニエは独自のフレームワークで、汎用的な運用管理ツールをSAP製品、クラウドサービスに対応させ、ユーザ企業が

IT環境全般を統合管理することを実現します。また、オープンソースソフトウェアを活用することで、利用企業は初期導入コストだけではなく、

システム拡張時のコストを最小化し、継続的な運用管理コストを大幅に削減することができます。

仮想化・クラウド時代のIT
基盤統合管理とオープン
ソース

仮想化、クラウドコンピューティングの利用の進展に伴い、企業のIT基盤は大きく変化しており、運用管理

システムもそれに対応したものが求められております。さらにIT基盤が複雑化する傾向にあるため、その

重要性はさらに高まっています。一方で運用管理コストは増加する傾向にあります。クニエはオープン

ソースソフトウェアの活用を推進することで、ITコストの適正化を支援したします。

クラウド時代の統合管理を
実現する
Hinemos with Qunie

クニエは独自のフレームワークにより、オープンソースの統合運用管理ソフトウェアHinemosとSAP製品の

連携を実現しました。これによって、ERPをはじめとする基幹システムからクラウドサービスの稼働状況監

視まで、企業のIT基盤全体を統合的にモニタリングし、ビジネスプロセス単位での監視を実現します。

必要十分な基本機能を備え、管理対象を限定しない運用管理ソフトウェ
アが必要

運用管理ソフトウェアがハードウェア、ソフトウェア、サービスの選定
理由にならない、中立的かつ柔軟な運用管理ソフトウェアが必要

オープンソースのソフトウェアを活用することで、拡張時のライセンス
コストを抑え、運用管理ソフトウェアのコストの固定化を実現

管理対象の変更・追加時のコストを最小化

基幹系（ERPなど）から、クラウドサービスまでを全体俯瞰して管理

特定のベンダに依存しない仕組み
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オープンソースソフトウェアのその他のメリット
• 保守費用の適正化 必要に応じた保守サービスの選択、中断する自由
• 不要な機能の排除 不要な機能の費用発生、不要な機能を選別する負担
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統合運用管理ソフトウェア
Hinemos

Hinemosは、株式会社NTTデータが開発したオープンソースの統合運用管理ソフトウェアです。

障害監視、リソース監視、性能監視、ジョブ管理などの基本機能を備えており、無償で利用することがで

きます。サポートサービスも充実しており、企業のIT環境においても安心して利用できるソフトウェアです。

システム全体を鳥瞰して監視・管理する統合運用管理ツール

日本で生まれたオープンソースソフトウェア／低コストで導入・維持が可能

ベンダに依存しない中立性

仮想化、クラウドコンピューティング時代に最適なソフトウェア
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各種クラウドサービス連携設定・構築

各種DB連携設定・構築

SAP連携設定・構築連携オプション

サービス 詳細 ご提供価格 / 形態

初期導入サービス 初期セットアップ

簡易設定 / 動作確認試験 / ドキュメント作成
¥800,000 / 一式

監視エージェント追加オプション 初期導入と同時実施
¥10,000 / 1台毎
初期導入と別日程
¥40,000（基本料）+¥10,000*台数

オプションサービス 設計・構築オプション スコープ設計・構築 別途、導入機能毎でのご提供

監視設計・構築

ジョブネット設計・構築

追加機能導入 エージェントレスノード設定サービス

MIB追加サービス

VM管理オプション導入サービス

HAオプション導入サービス

サポートサービス ソフトウェアサポート（年間）
・メールによる問合せ / 技術支援（最大6インシデント）
・バージョンアップ版ご提供

¥600,000 / 年
・初期導入サービス構成の場合
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・初期導入サービス構成の場合

ご参考費用
※2010年6月1日時点

有償オプション

Hinemos Utility
Hinemos登録を効率化、 NW監視をより充実（MIB登録）

Hinemos VM管理オプション
仮想環境（VMware/Xen）、非仮想化環境を統合管理

HinemosHAオプション
Hinemosをより強固に

UNIXエージェントPack
商用UNIXサーバを監視対象に

有償オプション

Hinemos Utility
Hinemos登録を効率化、 NW監視をより充実（MIB登録）

Hinemos VM管理オプション
仮想環境（VMware/Xen）、非仮想化環境を統合管理

HinemosHAオプション
Hinemosをより強固に

UNIXエージェントPack
商用UNIXサーバを監視対象に

QUNIE独自サービス

SAP製品監視
SAP CCMS機能と連携、HinemosによるSAP監視

クラウドサービス監視
パブリッククラウドサービスの稼働状況を監視

QUNIE独自サービス

SAP製品監視
SAP CCMS機能と連携、HinemosによるSAP監視

クラウドサービス監視
パブリッククラウドサービスの稼働状況を監視

Hinemosオプション製品 Hinemosは、企業のIT環境に対応するための様々なオプションが用意されています。

¥800,000/年UNIXオプション

サービス 詳細 ご提供価格 / 形態

オプション製品
提供サービス

HAオプション ¥1,600,000 / 年

VM管理オプション ¥750,000 / 年

Utilityオプション ¥400,000 / 年

¥800,000/年UNIXオプション

サービス 詳細 ご提供価格 / 形態

オプション製品
提供サービス

HAオプション ¥1,600,000 / 年

VM管理オプション ¥750,000 / 年

Utilityオプション ¥400,000 / 年


