コンセプト
デジタルトランスフォーメーションへの取り組みやパブリッククラウドサービスなどの活用により、システム運用
の対象になる資産は PC やサーバー、ネットワークやセキュリティ機器のみならず、モバイル、クラウド、コンテナ
やマイクロサービス、Web アプリケーション、IoT 、制御・運用技術と多岐にわたって増加・多様化しております。
企業のあらゆる業務を遂行する上で ICT 活用が欠かせない今、パフォーマンスを落とすことなく常に安定したシ
ステム運用の実現や的確なセキュリティ対策の実施は、システム部門に求められる必須条件です。アイビーシーでは、
情報管理 / 性能監視ソフトウェア System Answer シリーズに加えて、ソリューションサービスを通してお客様の
システムの「見える化」から「分かる化」へ貢献することをコンセプトに、品質管理やセキュリティ対策といった企
業の健全性を保つソリューション、運用管理サービスによる事業の継続性を担保するソリューションなどをトータル
にご提供いたします。

特長

マルチベンダー機器が混在した ICT システムの稼働状態を的確かつ詳細に把握できる監視ツールです。社内の
ネットワーク / サーバーからデータセンター、プライベートクラウド / パブリッククラウド、仮想環境まで、ICT
システム全体を包括して一元監視することが可能です。1 分間隔での詳細な性能情報を収集するため稼働状況を正確
に把握できるだけでなく、3 年分の性能情報を非圧縮で保持できるため、中長期の稼働傾向も容易に把握することが
可能となり、トラブル発生時の問題解決から精度の高いキャパシティ計画の立案までおこなうことができます。

品質管理

クラウド

セキュリティ対策
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な分析が可能なソリューションプ

でトータルにサポートできるサー

ティ対策、およびセキュリティ運

ロダクトをご提供しております。
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Solution

IBC ソリューション全体像
性能監視 / 情報管理
●稼働状況・障害予兆の把握
情報管理 / 性能監視ソフトウェア

抜群の操作性で、誰でも直感的にネットワークや
サーバー機器の現状把握が可能です。長期および
短期の傾向を的確に把握することで、障害の前兆
を見逃しません。

●レポーティングサービス

●内部統制
統合ログ管理オプション

各機器が出力するシスログ、イベントログ、アプリケー
ションログを収集し、ネットワークシステムの性能情報
とあわせて、運用に必要な情報を一元管理することがで
きます。内部統制強化、情報セキュリティ対策、システ
ム障害対応などにも活用いただけます。

●運用支援サービス

クラウド
●性能監視の指標データ

●次世代 MSP サービス

●クラウド型性能監視サービス

●クラウド型統合ログ管理サービス

性能指標公開サービス

マルチベンダー環境で計測される性能情報を
「Global Baseline サーバー」にて収集・統計を
おこない、各製品の性能監視の指標となる統計情
報を公開するサービスです。

●24 時間 365 日サポート

ネットワークシステムの情報管理 / 性能監視に長
年携わってきた性能分析のノウハウを活かし、将
来的に障害を発生させないインフラ環境を目指す
ことを目的としたサービスです。

● SAMS オプションサービス

情 報 管 理 / 性 能 監 視 ソ フ ト ウ ェ ア 「 System
Answer シリーズ」をクラウドサービスとして提
供します。規模やサービスの拡大に柔軟に対応し
たいお客様、資産を持たずに監視運用したいお客
様に最適なクラウド型監視サービスです。

●最適クラウド提案サービス

シスログ / トラップ や Windows / NetApp /
VMware 、クラウド環境などの各種ログを収集し、
横断的な分析やリアルタイム検知・通知が可能な
統合ログ管理システムを、クラウドサービスとし
て提供いたします。

●ユーザー体感レスポンス
品質管理サービス

24
ネットワークシステムの監視に長年携わってきた
経験豊富なエンジニアが、客観的な立場でお客様
の ICT システムを分析し、結果をご報告します。

製品の使用方法や活用方法のレクチャー、監視項
目の見直しといった製品の有効活用の支援をおこ
ないます。

365

System Answer シリーズのサポートを夜間およ
び休日まで拡大し、24 時間 365 日でのサポー
トサービスを提供します。

レポート
IBC 推 奨 の し き い 値 を も と に Warning や
Information の事象を自動出力し、直近 1 ヶ月以
内に障害が発生する可能性がある箇所をピック
アップします。中長期にわたって対処が必要な箇
所を把握することができます。

クラウドインテグレーション
AWS、Microsoft Azure などの主要なクラウド
サービスを始め、お客様のシステムに適したクラ
ウド基盤を提案から導入、構築までご提供します。
また、「SAMS」による運用サービスを含め、構
築から運用までトータルでのご提案が可能です。

国内外の複数拠点からサービス品質の指標となる
レスポンスを測定し、「お客様の体感レスポン
ス」を簡単に低コストで把握することができる
サービスです。

●運用自動化

ネットワーク
サーバー
VMware

運用自動化プラットフォーム

ハイブリッド監視

クラウド型インフラ管理

プラットフォーム

運用維持業務の自動化により、人的コストの削減
とサービス品質の向上を実現します。各種システ
ムと連携可能なため、今あるシステムを最大限有
効活用できます。

●専門業者による脆弱性診断

フロー分析

詳細トラフィック

SAMS プラットフォームに接続・サービスを利用いた
だくことで、情報システム部門業務全般の代行や支援
をおこないます。お客様の業務を劇的に改善するサー
ビスの提供を目指します。

●脆弱性管理
あらゆる資産を可視化

障害範囲特定

●ネットワークの詳細調査
フロー分析、振る舞い検知

通信別品質

●プロトコル別トラフィック監視
ネットワーク品質の可視化オプション

コンフィグ管理

●コンフィグ管理
総合的なコンフィグ管理

エージェント型、アクティブスキャン、パッシブ
スキャンなど豊富な検出方法で、継続的な管理を
実現します。Tenable 社が Approved Scanning
Vendor のため、ユーザー自身で PCI ASV 認証が
可能です。

●クラウド型 WAF
クラウド型WAF および DDoS 対策

脆弱性管理

脆弱性診断サービス
プラットフォームおよび Web アプリケーション
の脆弱性診断をおこなっています。複数の専門業
者と連携しているため、お客様のニーズにあった
診断サービスを提供することが可能です。

●クラウド型エンドポイント管理
エンドポイントセキュリティ管理

標的型攻撃対策や内部不正防止に有効なクラウド
型 IT 資産+セキュリティ管理ツールです。ロケー
ションフリーで、どこにいても管理対象すべてに
ポリシーの適用と脅威対策の実施が可能です。

●クラウド型 WAF
Web セキュリティサービス

●セキュリティ情報イベント管理
統合ログ管理システム

ログの相関分析により、グレーなログをリアルタ
イムに検知します。事前作成したルールにもとづ
き、フィルタリング・検知を実施します。フィル
タ後のログは、長期間保存が可能です。

●AI × ビックデータ自動運用サービス
AWS WAF 自動運用サービス

Quality Analyzer Option
フロー分析によって、より高度なセキュリティ対
策、詳細なネットワーク調査をおこなうことがで
きます。ADS オプション機能により、振る舞い
検知も可能です。レポート機能も充実しています。

ネットワークシステムの性能情報と経路上を流れるパ
ケットデータを組み合わせることで、インフラ機器の
性能情報から通信別の品質状況（パケットロス率、コ
ネクション数、RTT、アプリケーション遅延）までを一
元的に可視化することができます。

品質管理

コンフィグ管理とオペレーションターミナルサー
バーとして活用できます。完全日本語対応、ウィ
ザードによる GUI を提供し、画面操作も簡単で
す。

Website Security、DDoS プロテクション、ロー
ドバランシング､ CDN のサービスがひとつになっ
たクラウドサービスです。大規模攻撃、プロトコ
ルベース、アプリケーション DDoS 攻撃を網羅し
た対策が可能です。

対策サイト数は国内 No.1 で、運用でお客様の手
を煩わせることなく、web サービスのセキュリ
ティ対策が可能です。国内唯一の定額制サービス
も提供しています。

セキュリティ対策

AI × ビックデータによる WAF の自動運用サービ
スです。シグネチャ最適化技術を用いた
「WafCharm」AI が、WEB サイトごとにおすす
めのシグネチャを判別して提供・自動運用します。

