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SDNによってセキュリティと運用性を向上
AIの運用支援を追加して成果をさらに拡大
OT（オペレーショナルテクノロジー）と ITを融合したソリューションを通じて、製造業のデジタル化や生産
性、安全性の向上などを支援している日立ハイテクソリューションズ。現在、同社は、日立ハイテクグルー
プのネットワーク刷新プロジェクトを進めています。導入しているのがシスコの SDNソリューションです。
ソフトウェア制御によってセキュリティ強化、運用管理の効率化を図るのが狙いです。また、自社の開発
拠点にはシスコの最新ソリューションである Cisco DNA Centerを先行導入。自らの運用を通じて検証を
進め、その成果を日立グループ、ひいては日本の製造業のビジネスに役立てたいと考えています。

製品＆サービス

事例の概要

サイバー攻撃が悪質化しており、より高度なセキュリティの仕組みを実装したい
工場のライン変更などをより迅速に行いたいが、それに伴うネットワークの工事が複雑で工数がかかる
障害原因の切り分けなど、ネットワーク運用は経験と高度なスキルが必要で属人化しがち

SDNを導入し、セキュリティの自動化、ネットワークの可視化、ソフトウェア制御による柔軟性の向上を図る
対応製品のラインアップ、実現できるメリットなど、シスコの SDNソリューションが最も完成度が高かった

マルウェアに感染した機器の通信をネットワークが自動的に遮断。サイバー攻撃による被害を限定的にする
どこからネットワークにアクセスしても、ユーザやデバイスを常に適切なネットワークに接続させる
工場のライン変更、オフィスのレイアウト変更、引っ越しが容易に行える
AIによる運用支援によって、さらに運用を効率化することが可能に

課題

ソリューション

結果～今後

● Cisco DNA Center ● Cisco Identity Services Engine（ISE）
● Cisco Connected Mobile Experiences（CMX） ● Cisco Catalyst 9200/9300シリーズ（スイッチ）
● Cisco Catalyst 9800シリーズ（ワイヤレスコントローラ） ● Cisco Catalyst 9120シリーズ（アクセスポイント）
● Cisco Prime Infrastructure（PI） ● Cisco TrustSec 



トワークの最適化、そして、ゼロトラストセキュリティの実装などを実現
し、ネットワーク管理のさらなる高度化と効率化を図ることができるシ
スコの最新ソリューションCisco DNA Centerを先行導入。自身で運
用し、その検証に取り組んでいます。

工場の安定稼働を支える高度なセキュリティ
シスコの SDNソリューションを導入した、日立ハイテクの那珂工場、
笠戸工場は、期待したとおりセキュリティの強化を実現しました。マル
ウェアが侵入し、感染した機器が発見された場合には、速やかにその
ネットワークセグメントの接続を遮断したりして、サイバー攻撃の影響
を限定できるようになっているからです。
以前は物理的に分割して運用していたネットワークを論理的に分割して
構成を見直し、設備間で安全にデータを受け渡しできる環境を構築。
USBメモリなどを経由したマルウェアの侵入も抑止しています。「他に
も、どんな攻撃を受けているのかなどをはっきりと可視化できるように
なったことで、対策をどのように強化していくべきか、計画を立てやす
くなっています」と日立ハイテクソリューションズの井手 庸介氏は話し
ます。
また、ソフトウェアによる動的なアクセス管理が可能になったため、ユー
ザは広い工場内のどこにいても、常に適切なネットワークに自動的にア
クセスして、仕事を行えるようになっています。この特長によって、生
産設備を移設してラインを変更したりすることも容易になりました。以

バイオ・メディカル分野向けの分析装置や半導体製造装置、そして、
社会・産業インフラ向けのソリューションなどを提供する日立ハイテク
グループ。同グループにおいて、工場やプラントの制御を行うための
OT（オペレーショナルテクノロジー）と、AIや IoT、セキュリティといっ
た最新の ITを融合したソリューションを提供し、主に製造業のデジタ
ル化や生産性、安全性の向上などを支援しているのが日立ハイテクソ
リューションズです。
「装置やシステムを開発する製造業としての機能に加えて、豊富な経験
で培った目利きの力、つまり商社機能を併せ持つのが当社の強み。2

つの力を駆使してお客様の課題解決、ビジネスの価値創造に貢献して
います」と日立ハイテクソリューションズの岡田 吉弘氏は言います。

 

セキュリティ強化とネットワーク運用の効率化を目指す
現在、同社は同社自身を含めた日立ハイテクグループの主要拠点のネッ
トワーク刷新に取り組んでいます。目的の 1つがセキュリティ強化です。
「システムや重要データを人質に取って身代金を要求してくるランサム
ウェアに代表されるように、サイバー攻撃はさらに悪質化しています。
攻撃を受け、秘匿性の高い情報が漏えいしてしまったり、事業が停止し
たりしてしまうと企業は莫大な損失を被ることになります。特に日立ハイ
テクグループのように工場を持っている企業にとって、工場の安定操業
はビジネスの生命線。以前、工場のネットワークはクローズドだから安
心ともいわれていましたが、最近の脅威は様々なルートで侵入してくる
上、工場のネットワークもオープンな領域が増えてきています。オフィ
スから工場までをカバーする新しいセキュリティ対策を講じる必要があ
ると考えていました」と岡田氏は話します。
もう1つがネットワークの運用管理の効率化です。
製造設備や ITシステムを連携させて生産の自動化を図ったり、需要の
増減に応じて、迅速かつ柔軟に工場のラインを組み替えたり、多くの製

造業がスマートなものづくりの実現を目指しています。様々な機器やシ
ステムをつなぐネットワークは、そのための重要なインフラとなります
が、従来のネットワークは自由度が低く、変更を行うには、多くの手間
と工数をかけて設定や構成を変更しなければならず、とてもスマートな
ものづくりに最適とはいえませんでした。
「また、ネットワークやトラフィックを可視化する仕組みがないことも課
題でした。特に工数がかかっていたのが障害発生時の原因の切り分け
です。『ネットワークがつながらない』という連絡を受けると、影響の
範囲や発生している現象をヒアリングして、どの機器に、どんなトラブ
ルが発生している可能性があるかを考え、1つずつ検証、確認していく。
この作業は、ただでさえとても時間がかかる上、経験を積んだ担当者
のスキルに大きく依存しています。運用管理工数の低減、属人性の排
除とネットワークのダウンタイムの最小化を図ることができる可視化の
仕組みが必要でした」と岡田氏は続けます。

課題を解決する技術としてSDNに大きな期待
そこで、同社が注目した技術がネットワークを仮想化する技術 SDN

（Software Defined Network）です。
「例えば、工場の生産機器はウイルス対策ソフトのような仕組みを実装
することができません。それに対して、SDNを利用すれば、マルウェ
アが侵入したエリアのネットワークを自動的に他から遮断して被害の拡
大を防ぐなど、工場に最適なセキュリティを実装することが可能になり
ます」と岡田氏。
また、運用管理の面でも、従来のようなCLI（コマンドラインインタフェー
ス）ではなく、GUI（グラフィカルユーザインタフェース）を使って、直感
的な操作で設定変更を行ったり、無線から有線までネットワーク全体の
構成や利用状況を可視化したりすることができるようになると期待しま
した。

課題

ソリューション

「工場のライン変更に柔軟に対応したり、トラブルから速やかに復旧し
たり、運用管理性の向上が期待できます。しかも、高度なネットワーク
スキルを持つ担当者だけでなく、多くの担当者がネットワーク運用を行
うことができるようになります」（岡田氏）。

完成度の高さを評価してシスコのソリューションを採用
SDNの導入を決めた同社は、複数のソリューションを比較して、最終
的にシスコの SDNソリューションの採用を決めました。ソリューション
としての完成度の高さが採用の決め手になったといいます。
当時、部分的にしかSDN対応機器を発表していないメーカーが多い中、
シスコはコアからエッジ、さらには運用管理製品まで、ネットワークを
構成するほとんどの製品のSDN対応を完了。それらを活用して、セキュ
リティ自動化や一元管理、可視化など、SDNに期待される多くのメリッ
トをすでに具現化していたのです。
「検討した中で、セキュリティ自動化、GUIによる可視化や設計変更など、
私たちが SDNに期待している仕組みを実現できていたのはシスコだけ
でした。工場からオフィスまで、全面的に SDNを導入することを検討
している上、工場では製造装置がつながるエッジの自動制御を重視し
ていた当社にとって、SDN対応製品のラインアップの充実も魅力でし
た」と岡田氏は話します。

最新ソリューションのCisco DNA Centerを自社に先行導入
具体的に、同社が構築した SDNは、ネットワークスイッチであるシス
コ Catalystシリーズや、アクセスポイントの Cisco Aironetシリーズ
などWi-Fi 6に対応したシスコワイヤレスソリューションによって物理
ネットワークを構成。その上で、アクセスコントロールを行うCisco 

Identity Services Engine（ISE）とソフトウェア定義によるネットワー
クセグメンテーションを行うCisco TrustSecを適用して、論理的な
ユーザグループの構築とポリシーベースの動的なユーザ・端末のアク
セスコントロールを実現しています。また、ネットワークの構成や稼働
状況、トラフィック、無線 LANの電波の状況などは Cisco Prime 

Infrastructure（PI）によって一元的に可視化しています。
さらに、同社の開発拠点には、AIを駆使した障害対応やワイヤレスネッ

株式会社日立ハイテクソリューションズ
ICT事業統括本部
ITプラットフォーム本部　本部長

岡田 吉弘 氏

Cisco DNA Centerには未来を感じます。SDNによる運用
の効率化をさらに前進させ、優秀な人材により戦略的な分野
で活躍してもらうきっかけになります。

前は 2カ月近くかかっていたライン変更も、現在は 2週間程度で行え
ます。
このメリットは、グループ各社が入居しているオフィスビルにおいては、
レイアウト変更や階をまたいだ引っ越しがスムーズに行えるというメリッ
トにつながっています。

貴重な人材により戦略的な分野で活躍してもらう
日立ハイテクソリューションズの開発拠点に導入した Cisco DNA 

Centerの検証も進んでいます。「検証を開始してまだ数カ月ですが、
運用支援に大きな手応えを感じています。例えば、これまで障害対応は、
ネットワーク運用の経験が豊富な担当者が複数の機器や管理製品にア
クセスしながら、状況を整理して、原因を究明していました。SDNによっ
て集中制御と可視化は可能になりましたが、それでも、全てが機器を
一元化できていたわけではありません。それに対して、Cisco DNA 

Centerを利用すると、有線からワイヤレスまで、より幅広い製品から
自動的に情報を収集して、さらに広範囲で可視化を行える上、集めた
情報を AIが分析して、可能性が高いトラブルの種類や原因、解決方法
を提示してくれます」と井手氏は説明します。これにより、同社は障害
対応の迅速化はもちろん、ネットワーク運用業務の属人化の問題も解
決できると考えています。
また、岡田氏も「工場やプラント、オフィスなど、あらゆる拠点のネッ

トワークを一元管理できることで運用の大幅な効率化につながるはずで
す。SDNによって運用画面が GUIになっただけでもネットワーク運用
に求められるレベルをぐっと下げることができましたが、Cisco DNA 

Centerは、それをさらに前進させることができます。Cisco DNA 

Centerには未来を感じます。優秀な IT担当者やエンジニアを運用管
理に忙殺させることなく、システム企画など、より戦略的な分野で活躍
してもらう大きなきっかけになると感じています」と続けます。

日立グループのみならず製造業のお客様へ広く提案していく
シスコ SDNソリューションおよび Cisco DNA Centerの導入に大きな
手応えを得た同社は、現在、日立グループ内の企業や事業部のみならず、
日本の製造業のお客様へ広く提案を行っています。
「日立グループは、国内外に多くの工場やオフィスを持っています。そ
れらを一元的に管理でき、セキュリティも高められる。シスコのソリュー
ションを導入するメリットは非常に大きい。日立グループ全体のビジネ
スに貢献し、ひいては日本の製造業のお客様の生産性向上へも貢献し
ていきたいと考えています」と岡田氏は言います。
そのために、同社は蓄積した現場の運用ノウハウを全社で共有したり、
成果を評価したりしながら、Cisco DNA Centerの検証をさらに進め
ていく構えです。

高度かつ悪質な脅威も検出

インシデント対応の迅速化

ネットワークへの負担を抑える

トラフィックを提供
Cisco Stealthwatch

Cisco ISE

NetFlow
1

ネットワークを監視。脅威も発見2

感染端末を特定。隔離を指示3

通信を遮断して隔離4

特 長

シスコが提案する自動セキュリティの仕組み
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構成や利用状況を可視化したりすることができるようになると期待しま
した。

Cisco DNA Centerを利用すると、AIが自動分析して、可能性が高いトラブル
の種類や原因、解決方法を提示してくれます。

「工場のライン変更に柔軟に対応したり、トラブルから速やかに復旧し
たり、運用管理性の向上が期待できます。しかも、高度なネットワーク
スキルを持つ担当者だけでなく、多くの担当者がネットワーク運用を行
うことができるようになります」（岡田氏）。

完成度の高さを評価してシスコのソリューションを採用
SDNの導入を決めた同社は、複数のソリューションを比較して、最終
的にシスコの SDNソリューションの採用を決めました。ソリューション
としての完成度の高さが採用の決め手になったといいます。
当時、部分的にしかSDN対応機器を発表していないメーカーが多い中、
シスコはコアからエッジ、さらには運用管理製品まで、ネットワークを
構成するほとんどの製品のSDN対応を完了。それらを活用して、セキュ
リティ自動化や一元管理、可視化など、SDNに期待される多くのメリッ
トをすでに具現化していたのです。
「検討した中で、セキュリティ自動化、GUIによる可視化や設計変更など、
私たちが SDNに期待している仕組みを実現できていたのはシスコだけ
でした。工場からオフィスまで、全面的に SDNを導入することを検討
している上、工場では製造装置がつながるエッジの自動制御を重視し
ていた当社にとって、SDN対応製品のラインアップの充実も魅力でし
た」と岡田氏は話します。

最新ソリューションのCisco DNA Centerを自社に先行導入
具体的に、同社が構築した SDNは、ネットワークスイッチであるシス
コ Catalystシリーズや、アクセスポイントの Cisco Aironetシリーズ
などWi-Fi 6に対応したシスコワイヤレスソリューションによって物理
ネットワークを構成。その上で、アクセスコントロールを行うCisco 

Identity Services Engine（ISE）とソフトウェア定義によるネットワー
クセグメンテーションを行うCisco TrustSecを適用して、論理的な
ユーザグループの構築とポリシーベースの動的なユーザ・端末のアク
セスコントロールを実現しています。また、ネットワークの構成や稼働
状況、トラフィック、無線 LANの電波の状況などは Cisco Prime 

Infrastructure（PI）によって一元的に可視化しています。
さらに、同社の開発拠点には、AIを駆使した障害対応やワイヤレスネッ
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前は 2カ月近くかかっていたライン変更も、現在は 2週間程度で行え
ます。
このメリットは、グループ各社が入居しているオフィスビルにおいては、
レイアウト変更や階をまたいだ引っ越しがスムーズに行えるというメリッ
トにつながっています。

貴重な人材により戦略的な分野で活躍してもらう
日立ハイテクソリューションズの開発拠点に導入した Cisco DNA 

Centerの検証も進んでいます。「検証を開始してまだ数カ月ですが、
運用支援に大きな手応えを感じています。例えば、これまで障害対応は、
ネットワーク運用の経験が豊富な担当者が複数の機器や管理製品にア
クセスしながら、状況を整理して、原因を究明していました。SDNによっ
て集中制御と可視化は可能になりましたが、それでも、全てが機器を
一元化できていたわけではありません。それに対して、Cisco DNA 

Centerを利用すると、有線からワイヤレスまで、より幅広い製品から
自動的に情報を収集して、さらに広範囲で可視化を行える上、集めた
情報を AIが分析して、可能性が高いトラブルの種類や原因、解決方法
を提示してくれます」と井手氏は説明します。これにより、同社は障害
対応の迅速化はもちろん、ネットワーク運用業務の属人化の問題も解
決できると考えています。
また、岡田氏も「工場やプラント、オフィスなど、あらゆる拠点のネッ

トワークを一元管理できることで運用の大幅な効率化につながるはずで
す。SDNによって運用画面が GUIになっただけでもネットワーク運用
に求められるレベルをぐっと下げることができましたが、Cisco DNA 

Centerは、それをさらに前進させることができます。Cisco DNA 

Centerには未来を感じます。優秀な IT担当者やエンジニアを運用管
理に忙殺させることなく、システム企画など、より戦略的な分野で活躍
してもらう大きなきっかけになると感じています」と続けます。

日立グループのみならず製造業のお客様へ広く提案していく
シスコ SDNソリューションおよび Cisco DNA Centerの導入に大きな
手応えを得た同社は、現在、日立グループ内の企業や事業部のみならず、
日本の製造業のお客様へ広く提案を行っています。
「日立グループは、国内外に多くの工場やオフィスを持っています。そ
れらを一元的に管理でき、セキュリティも高められる。シスコのソリュー
ションを導入するメリットは非常に大きい。日立グループ全体のビジネ
スに貢献し、ひいては日本の製造業のお客様の生産性向上へも貢献し
ていきたいと考えています」と岡田氏は言います。
そのために、同社は蓄積した現場の運用ノウハウを全社で共有したり、
成果を評価したりしながら、Cisco DNA Centerの検証をさらに進め
ていく構えです。

Cisco Aironetシリーズ
（アクセスポイント）

どこからアクセスしても、常に設定されたユーザグループに接続

PC やハンディターミナルなど

ユーザグループ
（論理セグメント） 事務系 製造系 研究開発系 その他

ソフトウェア制御による
アクセス管理 Cisco Identity Services Engine（ISE）

Cisco TrustSec

物理ネットワーク Cisco Catalystシリーズ
（スイッチ）

動的なアクセス管理を実現



トワークの最適化、そして、ゼロトラストセキュリティの実装などを実現
し、ネットワーク管理のさらなる高度化と効率化を図ることができるシ
スコの最新ソリューションCisco DNA Centerを先行導入。自身で運
用し、その検証に取り組んでいます。

工場の安定稼働を支える高度なセキュリティ
シスコの SDNソリューションを導入した、日立ハイテクの那珂工場、
笠戸工場は、期待したとおりセキュリティの強化を実現しました。マル
ウェアが侵入し、感染した機器が発見された場合には、速やかにその
ネットワークセグメントの接続を遮断したりして、サイバー攻撃の影響
を限定できるようになっているからです。
以前は物理的に分割して運用していたネットワークを論理的に分割して
構成を見直し、設備間で安全にデータを受け渡しできる環境を構築。
USBメモリなどを経由したマルウェアの侵入も抑止しています。「他に
も、どんな攻撃を受けているのかなどをはっきりと可視化できるように
なったことで、対策をどのように強化していくべきか、計画を立てやす
くなっています」と日立ハイテクソリューションズの井手 庸介氏は話し
ます。
また、ソフトウェアによる動的なアクセス管理が可能になったため、ユー
ザは広い工場内のどこにいても、常に適切なネットワークに自動的にア
クセスして、仕事を行えるようになっています。この特長によって、生
産設備を移設してラインを変更したりすることも容易になりました。以

バイオ・メディカル分野向けの分析装置や半導体製造装置、そして、
社会・産業インフラ向けのソリューションなどを提供する日立ハイテク
グループ。同グループにおいて、工場やプラントの制御を行うための
OT（オペレーショナルテクノロジー）と、AIや IoT、セキュリティといっ
た最新の ITを融合したソリューションを提供し、主に製造業のデジタ
ル化や生産性、安全性の向上などを支援しているのが日立ハイテクソ
リューションズです。
「装置やシステムを開発する製造業としての機能に加えて、豊富な経験
で培った目利きの力、つまり商社機能を併せ持つのが当社の強み。2

つの力を駆使してお客様の課題解決、ビジネスの価値創造に貢献して
います」と日立ハイテクソリューションズの岡田 吉弘氏は言います。

 

セキュリティ強化とネットワーク運用の効率化を目指す
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Cisco DNAは、インテントベース ネットワークのためのアーキテクチャです。

インテントベース ネットワークとは、意図主導型ネットワーキングと呼ばれるネットワークで、定義した意図や目的にネットワーク
自体が呼応して、通信制御や構成の変更、復旧などを自動的に行います。SDNによって前進したネットワーク運用の合理化を
さらに加速させ、常にビジネスと ITの間のギャップを埋め続けます。

その中核を担う製品が Cisco DNA Centerです。お客様は、Cisco DNA Centerを介してキャンパスやブランチネットワーク、
WANというあらゆるネットワークの運用を自動化したり、セキュリティを強化したりすることができます。
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半世紀以上にわたり蓄積してきた計装の技術を基盤としたオペレー
ショナルテクノロジー（OT）と、グローバルの先端技術を取り入れた
インフォメーションテクノロジー（IT）を融合。ソリューションを創出し
続けることで社会や環境の課題解決に貢献していくことを目指す。

日立ハイテクソリューションズは、ユーザ企業としてシスコのソリューションを評価しているだけでなく、システムイン
テグレーターとしてもシスコソリューションを重視しています。Cisco DNA Centerという最新ソリューションを、先行
して自社の開発拠点に導入しているのもその表れ。ネットワーク分野を牽引してきたシスコが、次のネットワークアー
キテクチャのあるべき姿をどのように見ているのかを理解し、メリットの引き出し方や運用・構築ノウハウを蓄積して
おくことは、私たちがお客様のビジネスを支援していく上で極めて重要な取り組みだと考えているからです。実際、多
くのお客様が Cisco DNA Centerをはじめとするシスコの次世代ネットワークに注目しています。これからも私たちや
私たちのお客様のビジネスを力強く支えていただきたい。大いに期待しています。

「パートナーとしてもシスコソリューションを重視」

株式会社日立ハイテクソリューションズ  取締役  ICT事業統括本部長

平林 隆代 氏


