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　Harness はアジャイル開発で重要な、開発コードの実戦投入
用のビルドとパッケージ化 (アーティファクト作成 )と自動テスト、
デプロイメントのためのツールです。開発・検証・実システム投
入を早い周期で継続的に回すことで、世代交代を促進しニーズに
合わせてソフトを進化させることができます。Harnessを使うこと
で、開発エンジニア自身がオンデマンドで本番環境にデプロイで
きるようになります。Harness はクラウドとコンテナにネイティブ
対応しており、SaaS 版とオンプレミスのソフトウェアが利用でき
ます。

・数分でブルー /グリーン/カナリアデプロイメントを構築
　ビジュアルビルダーやネイティブのGitOpsエクスペリエンスを

使 い、エンジニアリングチーム全体で複雑なデプロイメントを構
築・テンプレート化・スケーリングできるようにします。

・デプロイメントの自動検証とロールバック
　デプロイメントごとに性能と品質の低下を自動検出し、必要な
ら数秒で以前の作業バージョンにロールバックします。

・クラウドネイティブと従来のアプリの双方をサポート
　Harness は、 マ イ ク ロ サ ー ビ ス 用 コ ン テ ナ、Helm、
Kubernetes、ECS に加え、WebLogic や WebSphere など
のサーバーレススタックと「ビンテージ」スタックをサポートして
います。

　スクリプトや依存関係の確認やメンテナンスの手間を要さない、
セルフサービスのクラウドネイティブCIです。

・ネイティブGitOps
　グラフィカルなエディター (Visual Pipeline Builder)とAIと機
械学習により、初心者でもCIパイプラインを構築できます。

・Visual Pipeline Builder
　複雑なCIパイプラインを初心者でも数分で構築し、可視化できます。

・AI＆MLによる支援
　ビルドとテストのサイクルの80％を自動化します。待ち時間を減
らしコード開発にかけられる時間を増やします。

　あなたの製品に新機能を追加したい場合に、その実装を支援する
機能を用意。最小限のリスクでの新機能の追加実装を可能にします。

・Feature Workfl ows
　ロールアウトや承認、機能検証をスケジュール化し、ターゲット
顧客層での新機能の稼働状況を確認できるようにします。

・Feature Verifi cations
　ロールアウト前に性能やエンドユーザーのUXには影響のない形
で機能を検証できるようにします。

・Feature Canvas
　新規コードのマージからロールアウトまでの過程を統合ビューで
目視できるようにします。
※この機能は現在β版として提供されています。

　使用済み、アイドル、未割り当てのリソース、およびソフトウェア
のデプロイ、構成の変更、自動スケーリングなどの変更によって、
クラウドのコストを分析して関連付けます。

・クラウドとコンテナのコストの可視性
　アプリケーション、マイクロサービス、クラスター、ネ一ムスぺ
一スなどによる独自のクラウドコストを可視化します。

・クラウドコストとイベントの相関を可視化
　通常時だけでなく設定変更やスケーリングなどのイベント発生と
コストの相関も調べることができます。

・タグ付けは一切不要
　手作業によるタグ付けをしなくても、詳細なコスト分析ができま
す。開発者の手を煩わせずに見通しを良くします。

　障害の85％は変更によって起きます。多数の監視ツールとイン

テグレーションできるHarnessは、変更を検出し、どの変更が障
害を発生させたかを見つけてエンジニアに知らせ、即座にビルドや
実装を修正できるようにします。

・構成変更検知
　CI/CDパイプラインの中でのあらゆる変更を検知し、障害と関連
付けます。

・AI/MLによるデプロイメント検証
　APMツールや他のログツールの情報を使い、インテリジェント
な分析をします。

・よく使われるツールとのインテグレション
　最も一般的な監視/観測ソリューションからのデータを分析します。

▲

 https://youtu.be/Nfi1Z0KIw8M

コードの実戦投入を完全自動化する 開発エンジニアのためのエンジンコードの実戦投入を完全自動化する 開発エンジニアのためのエンジン

Harness
CI/CD

DevOps＆ ITマネージメント

https://www.techcatalog.net/products/harness
お問い合わせ、サービスのデモンストレーションのご依頼はこちら

CD:Continuous Delivery CI:Continuous Integration

CF:Continuous Feature

クラウドコスト管理

コードの実戦投入を完全自動化する
開発エンジニアのためのエンジン

継続的動作検証
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　直感的なビジュアルエディターで複数のアクションや条件付きパ
スを組み合わせることで、ビジネスユーザーが独自のワークフロー
を自動化できるようになります。ビジネスニーズに対応したソリュー
ションの迅速な構築を、コード不要の使いやすいプラットフォーム
で実現できます。

　さらに、Smartsheet は管理者に可視性とエンタープライズレベ
ルのセキュリティーコントロールを提供しますので、小規模なチー
ムから企業規模の展開まで、安心してご利用いただけます。
　ユーザーやグループの管理、使用状況レポート、エンタープライ
ズ構成オプションの間の合理的なナビゲーションを提供します。シ
ンプルな管理画面で、誰がライセンスを持っているのか、どのグルー
プに属しているのか、どのインテグレーションにアクセスできるのか
を簡単に把握できます。
　Smartsheet のベストプラクティスに基づいた推奨ステップを利
用してアカウント構成を最適化することで、セキュリティーとアカウ
ント設定の可視性を向上できます。
　組織の内外を問わず、コラボレーションする人たちが課題や場所
を問わずチームとして共同作業ができるようになります。

　例えばコンテンツ制作作業にSmartsheetを使う場合、ディレクター
はプロジェクトシートから制作プロセスを監督することができます。
　自動化されたアラートやリマインダーを使用して、デザイナーが
スケジュール通りに作業できるようにします。
　レポートやダッシュボードにコンテンツタスクを含めることで、可
視性を高めます。同僚、ベンダー、およびクライアントはシートに
アクセスせずに、校正内容をを確認できるようにできます。
固定可能なアノテーションや会話、および個々の承認を介して詳細
なフィードバックを提供できます。何かを更新するときには自動ロッ
クが利用できますし、バージョンの混乱も解消できるため、同時に
複数の人が校正に入ることができます。こうしてプロセスのボトル
ネックを回避できます。
　マーケティングの業務に利用する場合、マーケティングチームの
連携、フレキシブルなワークフローの構築が可能です。そして、戦
略の立案からキャンペーンの実施と管理まで、あらゆるアクティビ
ティーを一元管理できるようになります。戦略や実行状況について
チームメンバー、経営層、パートナー、エージェンシーその他の関
係者とも、適切な権限・アクセス制限をした上で共有できます。そ
の結果として、マーケティングエージェンシーとしての御社の活動
を成功に導きます。
　Smartsheetプラットフォームはインテグレーション機能により、
Adobe Creative Cloud、Slack、Google Workspace、Jira
などと接続することができます。Smartsheet はデジタル資産管理
とリソース管理の機能を一つのパッケージにまとめた唯一の業務管
理プラットフォームなのです。

企業全体にわたるプロジェクトの自動化と状況を可視化するプラットフォーム企業全体にわたるプロジェクトの自動化と状況を可視化するプラットフォーム

Smartsheet
プロジェクト管理
DevOps&ITマネージメント

https://www.techcatalog.net/products/smartsheet
お問い合わせ、サービスのデモンストレーションのご依頼はこちら

　Smartsheet は、チームがプロジェクト管理、ワークフロー
自動化、迅速な新規ソリューション構築などの作業を共有し、ビ
ジネス目標に到達するためのダイナミックなワークスペースです。
Smartsheet は基本的に使いやすい表計算形式のプラットフォーム
を採用していますが、チームの効率性、有効性、拡張性を高める
コラボレーションソフトウェアをはじめ、さまざまなサードパーティー
のソリューションとの統合が盛り込まれており、タスクやリソース、
テクノロジーなど必要な全てを1カ所に集約することができます。

　チーム内で業務に関連した会話のやり取りがSmartsheet 上で
行えます。業務の可視性が向上し、迅速に意思決定できようになり
ます。
・グリッドビュー、カードビュー、ガントビュー、カレンダービュー
で作業を編集し、簡単に共有できます。
・フォームでデータを取得し、ワークフローや反復作業を自動化で
きます。

・ダッシュボードやレポートをすぐに作成して共有できます。
・お気に入りのチャットツールとのインテグレーションにより、重要
な仕事に集中できるようになります。
・Smartsheet は広大なエコシステムを持っており、貴社のSoR
（Systems of Record）や日常的に使用している生産性アプリケー
ションにも接続でき、組織全体の全ての作業を単一のプラットフォー
ムに集約できます。

　Smartsheetでは、チームメンバーで共有可能な、シンプルで
パワフルな自動化ワークフローを、数分で導入できます。
アラートの送信、承認や更新の要求、シートの変更や事前に設定し
た時間に基づく行のロックなど、反復的なプロセスを自動化するこ
とができます。

▲

 https://youtu.be/HMfSxU9bbwI?

個人やチームでの作業の効率向上

シンプルでパワフルな自動化ワークフロー

コードの実戦投入を完全自動化する
開発エンジニアのためのエンジン

活動全体の可視化＋
細かなセキュリティーコントロールを提供

Smartsheet のユースケース
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　PagerDuty が対応している監視ツールは 600 種類以上。
Zabbix やNagios、Mackerel、Datadogなどほとんどのツール
と連携できます。また、REST APIでの連携も可能ですので、独自
のシステム環境にも適用できます。各ツールとのインテグレーショ
ンは国内でも正式提供しています。システムの運用監視を自動化す
ることで、エンジニアの業務負荷を大幅に削減するエンジニア向け
RPAとして世界の1万社、Fortune 500の7割以上の技術部門
が導入済みです。エンジニアが転職した先でも必ず再会するツール、
それがPagerDutyです。

　不具合が発生するといろいろな監視ツールが一斉にアラート
を上げて、現場スタッフを混乱させ、無駄な作業を増やします。
PagerDuty は同じ種類のアラートを1つに集約してくれるので、
担当者をパニックにさせません。また、インフラの不具合はインフラ
担当者に、サービスの不具合はサービス担当者にと、適切なエンジ
ニアに通報します。
　また、PagerDuty が 2020 年に買収したエンジニア向け作業
ダッシュボード「Rundeck」とも連携できます。いちいちコマンド
ラインでスクリプトを動かすといった操作が、事前にダッシュボー
ド化されたUI 上のスイッチ操作で行えます。

　もうスプレッドシートは要りません。煩雑なシフト表作成がウェブ
ベースで簡単にでき、変更があっても全員がリアルタイムで共有で
きます。エンジニアだけでなく担当営業や広報、ユーザーサポート
などもスケジュールしておけば、ビジネス面でも適切な対処が可能
です。

　PagerDutyはオンプレミスやクラウドで稼働中のシステムに不具
合が生じたとき、あらゆる監視ツールからのアラート情報を受け取
り対応する、システム全体のアラート＆インシデント管理システムを
月額数万円で簡単に構築できるサービスです。
　一度 PagerDutyを設定することで、オンプレミス、クラウド、
ハイブリッドを問わず他部門や他システムで導入している異なる監
視ツールを含めた全システムのアラート情報が自動的に一元管理さ
れ、全障害情報の管理・蓄積が開始されます。全てのアラート情
報がビッグデータとして収集され始めると、次の障害が発生する前
に担当エンジニアは過去の類似パターンから予兆管理や障害分析・
予兆分析も可能となり、自社が開発・運用するシステムの障害発生
やエンジニアの深夜の障害対応時間などを大きく抑制することがで
きます。

　PagerDutyでは万一の障害発生時にも適切な担当エンジニアに
段階的に自動通報することができます。1次対応メンバー、2次対
応メンバー、技術部門長などへの通報経路を事前定義しておけば、
担当者が不在で対応しなかった場合にも、PagerDutyが自動的に
次のチームへの通報を電話呼び出しなどで強制実施することで、障
害対応業務の自動化を実現できます。
　エンジニア不足の昨今、自社エンジニアの負担軽減とシステ
ム運用監視の自動化を図れるPagerDuty を、エンジニア向け
RPA（Robotic Process Automation）として検討してみては
いかがでしょうか。国内だけでなく世界中の IT 業界で導入が進む
PagerDutyは、無料トライアルもご用意しております。　

監視ツールのアラート情報をビッグデータ化監視ツールのアラート情報をビッグデータ化

PagerDuty
インシデントアラート
DevOps&ITマネージメン

https://www.techcatalog.net/products/pagerduty
お問い合わせ、サービスのデモンストレーションのご依頼はこちら

運用監視の司令塔 インシデント発生をフローに沿って
確実に通知

約600以上の監視ツールやSaasと
簡単に接続、既にお使いの環境にすぐフィット

面倒な担当者スケジューリングを簡単に
急なシフト変更も一目瞭然

▲

https://youtu.be/RC-aq2-rnjs

不具合への対処が誰でも素早く正確に
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　システム運用の中で、スクリプトやcronで回していた定型の作
業をガイド情報付きのランブックとして登録しておき、オペレーター
やレスポンダーが簡単に利用できるようにする、ランブックオート
メーションツールです。従来は対象サイトや分野のエキスパートに
よって実行されていたタスクを、開発者や他の従業員が安全に実
行できるようにします。開発者が運用チームの支援なしに本番環境
でアプリケーションをデプロイ、調査、修正できるようになります。
一方、運用チームは定期的に実行する必要のある運用タスクを予
定通りに実行するのにRundeckを利用できます。
　Runbookの利用は、既に貴社が投資・開発してきたスクリプトや、
ツール、APIコール、または文書化されたマニュアルの手順を活用
して、数分で開始できます。プログラミングの必要はありません。

　Rundeckを使えば、厳格な規則に沿った運用が求められる環境
でもセルフサービスのメリットを享受できます。コンプライアンス管
理を維持しながら、作業の流れを安全に再編成して、あるランブッ
クを誰が利用できるかといった制限を可能にします。例えば、下位
レベルの自動化の手段（スクリプト、ツール、API）と、その自動
化を使って作業する必要がある人との間に、制御用のレイヤーを挿
入できます。
　監査用のビルトインアクティビティーログでは、過去の全ジョブと
コマンドの実行を監査および検索できます。ジョブの作成者、ジョブ
の実行者、ジョブが呼び出した対象（ツール、スクリプト、コマンド、
APIなど）、実行された場所、結果の詳細を正確に把握できます。

　Rundeckの Key Storageを使用すると、より多くのユーザー
がRundeckジョブに同時にアクセスできるようにする一方で、機
密データにアクセスできるユーザーをより厳密に制御できるようにな
り、自動化へのアクセスが容易に管理できます。リモートアクセス
用の機密性の高いセキュリティークレデンシャルなども、ローカルマ
シンではなくRundeckに安全に保存できます。
　こうしたきめ細かなアクセス制御と、機密保持、完全な監査証跡
機能により、完全なコンプライアンスの実現を可能にします。

　インシデント管理ツールPagerDuty からは、その画面内から
RundeckのRunbook Automationを呼び出して利用できます。
結果として、各レスポンダーは過去の先達のノウハウからなるラン
ブックを運用ルールや自分の権限の範囲内で安心して利用できるこ
とになり、より短い期間でインシデントを解決できるようになります。

コンプライアンスと
セキュリティー体制を強化する

インシデントレスポンダーのための作業コンソールインシデントレスポンダーのための作業コンソール

Rundeck
Ops

DevOps&ITマネージメント

https://www.techcatalog.net/products/rundeck
お問い合わせ、サービスのデモンストレーションのご依頼はこちら

運用に必要な定型作業をダッシュボード化 コンプライアンスと
セキュリティー体制を強化する

PagerDuty からRundeck の
自動化アクションを呼び出せます

▲

https://youtu.be/QSY_qw9Buic
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　Sumo Logic はオンプレミスや各社のクラウドからログを収集で
きます。対応するインフラは200以上、ほぼどんな環境、アプリケー
ションとインテグレーションできるため、時間をかけずに管理と監視
が始められます。
　Sumo Logic自身はクラウドサービスなので、手間をかけずに構
築ができます。各種クラウドからはクラウド同士でのデータ収集を
行い、オンプレミスサーバーにはSumo Logicのエージェントをイ
ンストールしてサーバーに送信します。Sumo Logicエージェント
がインストールできないようなサーバーからでも、SSHなどでデー
タ送信してログを収集できます。

　AWS、Azure、Google Cloud Platformとのインテグレーショ
ンにより、アプリケーションアーキテクチャーを完全に可視化できま
す。これにより、Kubernetes、Docker、サーバーレスなどをサポー
トする最新のテクノロジースタックを安心して採用できます。

　　　

　Sumo LogicではAWSだけでなく各種システムのクエリーや
ダッシュボードのテンプレート集をアプリケーションカタログとして

あらかじめ準備しています。そのため、ログ収集やダッシュボード
への表示が即座に実現します。
　例えばAWS Cloudならば、分析のためのダッシュボードのテンプ
レートが最初から用意されているため、すぐに監視が始められます。
その種類も、全体概要、ユーザー監視、ネットワークとセキュリティー、
オペレーション、コンソールログイン状況などを網羅しています。

　従来のログ分析とメトリクス（指標）分析を別々ではなく統合的
に実施し、膨大なデータに含まれるノイズを除去し、問題となる可
能性のあるデータだけを抽出。AIと機械学習を利用し過去データと
比較して、異常値を発見して通知します。同時に値の推移から将来
を予測し、問題発生前に予兆を発見します。
　結果はダッシュボードにビジュアルに表示され、管理者が容易に
状況を把握できます。これにより、セキュリティーリスクをいち早く
削減することが可能です。

　ログイベントと時系列メトリックの両方について、発生から数
秒以内に異常をを検出して警告します。アラートはZendesk、
Slack、PagerDuty、Jira、ServiceNowなどのツールとインテグ
レーションできるため、現在使用中のインシデント管理、チケット
管理プロセスを変更する必要はありません。

脅威の検出とフォレンジック調査
　Palo Alto Networks、Okta、OneLogin、Carbon Black、
AWS GuardDutyなど75を超えるセキュリティーソリューション
とのインテグレーションとSIEM、機械学習、相関関係から、マル
チクラウドやハイブリッド環境の脅威を検出します。

機械学習
　Sumo Logicプラットフォームは、機械学習のパワーを手軽に使
用できる強力な検索言語を提供し、大量のデータを分析できる最
適化されたプロセスで調査を加速します。異常値検出と時間比較に
より、動的なベースラインを確立し、非正常な動作を発見しシグナ
ルだけをノイズから分離、数千のログ行を簡単に理解できるパター
ンにまとめ、本当に重要なことを明らかにします。

データサイエンスのサポート
　JupyterとApache Zeppelinノートブックに統合したSumo 
Logicのマシンデータを使用して、データサイエンスチームが機械
学習モデルを構築し鍛えることができるようにします。

スケーラビリティー
　時にログデータはスパイクすることがあります。起き得る最大値
をもとにした投資は普段では無駄になりがちです。Sumo Logicは
契約量の何十倍にスパイクしてもデータを取り込んでサービスを止

めません。柔軟でリーズナブルな料金体系のため、余剰リソースへ
の投資は不要です。

ビッグデータ、アジャイルの時代が求めるソリューション
　ビッグデータが価値の源泉になるとともに、それにすばやく対応
できるアジリティが必須とされる時代です。Sumo Logicはデータ
収集、分析、通知、ビジュアライズの全てをこなし、さらにアプリケー
ションカタログによるプロビジョニングを最小限におさえることがで
き、ビジネスに即投入が可能です。

ログ管理とリアルタイムのログ分析、 セキュリティー監視を実現ログ管理とリアルタイムのログ分析、 セキュリティー監視を実現

Sumo Logic
ログ監視
DevOps&ITマネージメント

https://www.techcatalog.net/products/sumo-logic
お問い合わせ、サービスのデモンストレーションのご依頼はこちら

▲

hhttps://youtu.be/xAZH-T6HoGI?

あらゆるプラットフォームからログを収集 AWS、Azure、Googleとの親和性

ログとメトリクスの統合リアルタイム分析

各種システム用のクエリーを集めた
アプリケーションカタログ

警告、チケット発行とインテグレーション
可能なリアルタイムアラート
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　PRTGはネットワークやCPU、ストレージ、ウェブサーバー、デー
タベース、プリンター、UPSなど、あらゆるものを監視するシステ
ムです。Windowsベースのオンプレミス版とクラウドサービスがあ
り、分かりやすいグラフィカルなダッシュボードとモバイルアプリで
デジタル資産の全てをモニターできます。

　PRTGは、ネットワークにつながっているサーバー、端末、NAS、
プリンターなどを 自動的に認識します。デバイスを発見するだけで
なく、ポートをスキャンしてDNS、HTTP、SSL、SMTP、IMAP、
FTPなどのサービスを認識し、状態を監視し続けます。そのため初
期設定作業の手間が大幅に短縮でき、すぐに運用に入れます。また、

自動的に認識できなかった特殊なサービスなども簡単に追加できま
す。
　オールインワン設計のため、監視ツールで一般的な監視対象への
エージェントのインストールは不要です。アプリケーションを立ち上
げるだけで済み、迅速な導入が実現します。

　PRTGはあらゆるものを監視できます。
・Ping、ネットワーク速度、CPUロードアベレージ、温度、メモリー
使用量、HDD使用量、プリンター、ルーターなどのハードウェア、 ネー
ムサーバー、ウェブサーバー、SMTP、IMAP、SSH、SSLなどのサー
ビスの稼働状態と応答時間
・MySQL、Postgres、Oracle、Microsoft SQL Serverなどの
稼働状態とクエリーの実行時間など

・パケットスニッファーやNetFlow、jFlow、sFlow、IP SLA、IP
アドレスやポートのモニタリング
　ほかにも、AWSなどのクラウド、CDNやデータセンターの監視、
はてはマシンルームの温度などもモニターできます。ウェブサーバー
のモニタリングでは、世界各地に配置したPRTGクラウドを使い、
ワールドワイドの到達性をチェックできます。

　いくつもの拠点に分かれた大規模なネットワーク構成を持つ場
合、PRTGをそれぞれに配置してワンダッシュボードで一括管理で
きます。また、クラスター構成が可能なので、監視を止めずにソフ
トウェアのバージョンアップが可能です。

　視認性の高いダッシュボードはひと目で状況を判別できます。デ
ザインを自由にカスタマイズでき、特に注目したい項目を優先させ
られます。データを公開することも可能です。
　異常な値が現れたり、インシデントが発生しそうな兆候があると、
アラートを発します。スマホアプリにプッシュ通知したり、メールや
ショートメッセージで知らせることもでき、アラートの内容も自由に
変更可能です。

　PRTGの価格体系は、センサーと呼ばれる監視項目の数と
PRTGのサーバーへのインストレーション数に応じたものになって
います。オンプレミス版は500センサー・1インストールの年額

1600ドルから、クラウド版は月額 149ドルからとなっています。
センサー数無限の30日間トライアルや、センサー数百までのフリー
版もあるので、じっくり試してから導入を決定できます。

エージェント不要のネットワーク、デバイス、エージェント不要のネットワーク、デバイス、
トラフィック監視ツールトラフィック監視ツール

PRTG
ネットワーク監視
DevOps＆ ITマネージメント

https://prtg.digitalstacks.net/contact/
お問い合わせ、サービスのデモンストレーションのご依頼はこちら

▲

https://www.youtube.com/watch?v=9J2zPZzkfto

これ 1つで全てをモニター

エージェント不要、自動認識

豊富な監視対象

複数拠点に設置し一元管理

透明でリーズナブルな価格体系

見やすいダッシュボードと
スマホへのプッシュ通知
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　モバイルアプリ、特にゲームアプリはクラッキングの脅威にさらさ
れています。モバイルゲーム市場の急拡大により、ゲームアプリは
今や海外のクラッカーの格好の標的です。クラッキングツールが一
般に出回っているため、クラッカーは比較的容易にアプリを攻撃で
きてしまいます。コピーや改変されたゲームのダウンロードサイトも
存在します。
　クラッキングを受けたり違法コピーなどが出回った場合、多額の
費用をかけて開発したアプリから、本来得られるはずだった収益を
失うことになります。また、万一マルウェアが仕掛けられると、メー
カーのブランドが大きく毀損してしまいます。さらに、画像、音声
などが流出した場合には版権者からの訴訟リスクさえ負うことになり
ます。

　クラッキング対策が十分でなかった数年前の調査では、Android
アプリの100%、iOSアプリの56%がクラッキングされていたとい
う事実があります。これを受けて現在ではクラッキング対策が進み、
この数値には変化が起きています。しかしながら、クラッカーの技術
も向上しており、より厳重な対策が求められるようになってきました。
 セキュリティーソフトはどれでも同じということはありません。実際
の例として、Android、iOS 版のゲームアプリにある会社のバイナ
リープロテクトを使用していたにもかかわらず、リリース翌日に海賊
版の流通を確認したということがありました。また、某社のソースコー
ドプロテクトを使用しようとして1カ月以上の時間をかけたものの、
ソースコードへの組み込みが困難で実装できなかったという事例も
あります。

　クラッカーは、
 1. リバースエンジニアリングの手法でアプリを分析
 2. バイナリの解析、解読を行い攻撃方法を決定
 3. 知的財産を盗む、バイナリを改変し酷似したアプリを作成
という手順でクラッキングを行います。具体的には、リバースエン
ジニアリングによる静的解析で関数名からアドレスを特定してその
部分のバイナリをコピーして IPを盗用し、暗号鍵、証明書情報、サー
バーとの認証キーなどを読み出します。また、バイナリーを改変し
て実行環境のチェック、DRM機能などを無効化し、マルウェアの
挿入やゲームのチート、類似製品の販売などを行います。
　これへの対策としては、コードの難読化、静的解析対策としての
パッキング、アンチデバッグ、コードの自己修復、自己破壊、暗号
化などがあります。これらの対策を適切に行うことにより、アプリの
堅牢性は飛躍的に向上します。

　Digital.ai の前身であるArxan は米国防総省専門のセキュリ
ティーソリューションベンダーとして2001 年に設立後、2006 年
まで軍事部門向けのみのソフトウェアを提供してきたセキュリティー
専門企業です。アプリケーション内部にセキュリティー機能を埋め
込むことにより、追加ライブラリや監視ソフトなどを必要とせずにア
プリ単独で防御可能な機能を付加します。
　この手法では、アプリのソースコードを変更する必要がないため、
アプリの設計、開発工程に影響を与えることがありません。セキュ
リティーの強化とパフォーマンスの維持という相反する課題を解決
するための、最適なチューニングを行うことができます。対応する
プラットフォームはAndroid、iOS 以外にもWindows、macOS、
Linuxなどの非モバイル環境も含みます。

　Digital.ai のセキュリティーソリューションは、モバイルゲームア
プリ以外にも、広範な分野に適応が可能です。モバイル化の進展
により、オンラインバンキングやオンラインショッピングの専用アプ

リが使われるようになっています。また、ほかのクリティカルな分野
にも専用アプリが使われており、これらのセキュリティー対策は喫
緊の課題となっています。
　例えばコネクテッドカー分野では車載ファームウエアの脆弱性が
潜在的なリスクとして注目されています。Digital.ai Application 
Protectionは人命に直結するIoT機器のソフトウェアをリバースエ
ンジニアリングから保護します。
　Digital Stacks は Digital.ai Application Protection 導入に
当たりセキュリティーポリシーの策定、プロセス開発・統合、プロ
グラム管理、セキュリティー知識のドキュメント化、トレーニングな
どのコンサルテーションを提供しています。

クラッキングからアプリを守るクラッキングからアプリを守る

Digital.ai Application Protection
セキュリティー
DevOps &IT

https://www.techcatalog.net/products/digital-ai-application-protection
お問い合わせ、サービスのデモンストレーションのご依頼はこちら

▲

https://www.youtube.com/watch?v=36eDintXbF0

最新のクラッキングに対応

Digital.ai のセキュリティーソリューション

ゲーム業界以外にも適応可能

クラッキング対策は喫緊の課題に今、アプリは脅威にさらされている
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　デジタルマーケティングツールはDX時代に必須のアイテムです。
リードを獲得してナーチャリングし、顧客スコアに応じて適切なメッ
セージを発してクローズへ導く。リピーターになってもらうための
フォローも欠かさない。膨大な数のウェブ訪問者や、メールアドレ
スが分かっているお客様に、ツールなしでこれらの施策を打つのは
不可能です。そこで、各種のマーケティングオートメーションツー
ルが販売されています。
　その中で、SATORIの特徴はまず純国産であるということ。日本
の商習慣や文化に対応した機能をサポートしているので、日本のビ
ジネスにマッチします。また、日本人のサポートスタッフから日本語
のサポートを受けられ、セミナーやユーザー会などもあるので、デ
ジタルマーケティングの初心者でも安心です。実際に1,000 社を
超える企業に導入されています。

　既にメールアドレスが分かっているリードだけでなく、また個人
情報を獲得できていない匿名リードもデータとして収集し、条件を
設定して適切なコンテンツを送出し、フォームを出し分けます。匿
名リードを実名リードにアップグレードする施策を容易に実現でき
ます。

　SATORI は以下のような豊富なマーケティングオートメーション
機能をサポートしています。

・リード管理
　実名、匿名リードのデータを管理し、CSVデータでのインポート、

エクスポート、多彩な条件でのリード検索ができます。
・リードトラッキング
　IPアドレスからアクセス元の企業名を割り出します。オンライン
／オフラインでの行動履歴などで、取得している個人情報の詳細を
閲覧したり、特定の条件に合うユーザーをグループ分けして広告配
信などに利用できます。また、ブランド名ドメインなど、ドメインの
異なる複数のサイトにわたる行動もトラッキングできます。

 ・ランディングページ制作
　既にあるウェブページをテンプレートにして、新しいランディング
ページを作成できます。画像コンテンツの保存も可能です。

・フォーム作成
　SATORI が送出するフォームを作成できます。埋め込みとポップ
アップが可能です。

・プッシュ通知
　リードに対してプッシュ通知を送り自社サイトに誘導します。

・ポップアップ
　自社サイトでポップアップを表示し顧客を誘導します。

・メール
　登録リードにSATORIからメール配信ができます。

・リターゲティング広告
　Googleなどへのタグによるリターゲティング広告が配信できます。

・リードクオリフィケーション
　ページ訪問、メール閲覧、リンククリックなどによる総合評価で
リードのランクを評価します。条件に合致した見込み顧客は通知さ
れ、タイミングを逃さずにアクションを取れます。

・シナリオ構築
　設定しておいたトリガーにより、メール送信やステップメール、
セールス部門へのメール通知など、自動で開始するシナリオをを簡
単に組むことができます。

・ダッシュボード
　日々のアクセス、キャンペーンの実施状況、目標値の達成度など
を見やすいダッシュボードで表示します。

・外部データの利用
　自社サイトを訪れたリードだけでなく、属性が似ている外部サイト
を訪れたユーザーの情報を有料で提供いたします。

強力なリードジェネレーション強力なリードジェネレーション
使いやすいマーケティングオートメーション使いやすいマーケティングオートメーション

SATORI
デジタルマーケティング
DevOps&ITマネージメント

https://www.techcatalog.net/products/satori
お問い合わせ、サービスのデモンストレーションのご依頼はこちら

国産マーケティングツール 匿名リードにもしっかりリーチ

豊富な機能

▲

https://youtu.be/olJIwOdeNwE
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▲

https://youtu.be/2636eRaNtO4

　アフターコロナも在宅ワークを中心にすることを決めたという大手
企業が増えています。皮肉にもコロナが日本の企業文化をDXに向
かう方向に変えたことになります。
　在宅ワーク中心となると、全社に導入するアプリが必要になりま
すが、導入のしやすさ、使い勝手の良さ、コストが重要になります。
Zohoは下の図に示したような多様なビジネスアプリをそろえた総
合オフィスソリューションです。これだけあれば、ほぼ全ての業務に
対応することができるでしょう。他社製品ですとそれぞれが1社 1
製品だったりするものを、1つのブランドで取りそろえており、一度
ログインすれば総合メニューから全てを使うことができます。

　Zoho 製品が特に優れているのは、コストパフォーマンスです。
各製品を個別に購入することもできますが、「Zoho One」という

パッケージにすると右ページのアプリ全てが使え、かつ料金は1ユー
ザー 4200円／月（年契約）と低価格です（ただし全社員の数だ
け購入する必要があります）。全社員分は必要ないという場合は、
月額 1万 500円（同）で必要数だけ（1ライセンスから）購入す
ることもできます。いずれにせよ、これだけの数のアプリを使えてこ
の金額ならば、大変お得といえるでしょう。
　なお、ECサイトや予約システムなど、最終ユーザーにサービス
を提供するクラウドなど、別料金のサービスもあります。

　豊富なアプリを擁するZohoですが、提供するアプリ間にとどま
らず、SalesforceをはじめGmail、G Suite、Googleドライブ、
Trello、Slack、HubSpot、WordPress など、他社サービスと
の連携も可能です。また、Zoho自体のアプリも増え続けています。
各アプリの機能向上、ルック＆フィールのシェイプアップとともに、
発展していくソリューションです。

マーケティング、経理、プロジェクト管理など マーケティング、経理、プロジェクト管理など 
数十の機能を集めたクラウドバンドル数十の機能を集めたクラウドバンドル

Zoho
総合ビジネスイート
DevOps&ITマネージメント

https://www.techcatalog.net/products/amazon-web-services-aws
お問い合わせ、サービスのデモンストレーションのご依頼はこちら

ビジネスアプリを網羅したアプリ集

抜群のコストパフォーマンス

他社アプリ連携と機能追加
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　Adobe Experience Cloudは、マーケティング、広告、アナリ
ティクスなどを含むトータルな顧客体験管理（CXM、Customer 
Experience Management）用のソリューションです。お客様を
正しく理解し、一人一人のお客様とのコミュニケーションを最適化
しビジネスを成長させるために、各ジャンルの最先端ソリューション
が、サービス、サポート、オープンなエコシステムとクラウド基盤
上で統合され提供されています。
　あらゆるビジネスがインターネットにつながる時代、ウェブアナリ
ティクスから得られる知見は企業の将来を左右します。企業規模の
大小を問わず、Adobe Analyticsをはじめとする一連のAdobe 
Experience Cloud 製品を適切に導入・設定し運用することで、
情報の収集・分析を高い精度で行えるようになり、ビジネス戦略を
大きく左右する深いインサイトが得られるようになります。
　Digital Stacksは、Adobe社が認定したAdobe Professional 

Service Providerです。Digital Stacksの提供するサービスでは
Adobe Experience Cloudコンサルティングサービスの提供を通
じて、お客様のビジネスに最適な導入設計から収集・レポート・長
期的なデータエンジニアリング計画までをフルに支援しています。

「顧客体験」を管理してビジネスを加速する「顧客体験」を管理してビジネスを加速する

Adobe Experience Cloud
デジタルマーケティング
マーケティング＆広告

https://www.digitalstacks.net/adobe/contact-jp/
お問い合わせ、サービスのデモンストレーションのご依頼はこちら

▲

https://youtu.be/mKLlsyI2k08

デジタルマーケティング
マーケティング＆広告

　Adobe Campaignは、潜在顧客に対してワンツーワンでの
マーケティングを計画・実行・評価するためのツールです。モバ
イルアプリで反応が良いのは誰か、メールに反応が高いのは誰か
といった過去の知見を基に新しいキャンペーンを組み上げられま
す。Digital StacksはAdobe公式パートナーとして、Adobe 
Campaignの導入や移行をご支援するコンサルティングサービス
を提供しています。

https://www.digitalstacks.net/adobe/product-campaign/
詳しい情報はこちら

Adobe Campaign

▲

https://youtu.be/3ykWAfkMN0w

デジタルマーケティング
マーケティング＆広告

　Adobe Analyticsはウェブサイトやアプリのアクセス分析を行う
ツールです。柔軟なカスタマイズと高精度な分析機能により、顧
客の行動を可視化します。また、Adobe Targetは最適なウェ
ブサイトの設計を見つけ出すターゲティングツールで、Adobe 
Analyticsと組み合わせて使います。Digital StacksはAdobeパー
トナーとして導入、カスタマイズから、解析、改善提案までのコン
サルテーションを提供いたします。

https://www.digitalstacks.net/adobe/product-analytics-target/
詳しい情報はこちら

Adobe Analytics & Target

▲

https://youtu.be/sd_GD7h4G-w

デジタルマーケティング
マーケティング＆広告

　Adobe Launchは新世代のタグ管理システムです。現代のウェ
ブサイトには、顧客分析やマーケティング、広告などを行うための
タグが多数組み込まれていますが、Adobe Launchでは、全ての
タグを一元管理し、導入までの期間を大幅に短縮することができ
ます。Digital StacksはAdobe公式パートナーとして、Adobe 
Launchの導入や移行をご支援するコンサルティングサービスを提
供しています。

https://www.digitalstacks.net/adobe/product-launch/
詳しい情報はこちら

Adobe Launch

▲

https://youtu.be/r_SRf063ffo

デジタルマーケティング
マーケティング＆広告

　Adobe Audience Managerは顧客のウェブでの行動、購買
履歴、CRM、メールなどのデータの全てを統合してオーディエン
スの理解を深めるDMPです。顧客のプライバシーを侵害すること
なくコンバージョンを高め、新規リードの獲得を少ない労力と時間
で実現します。Digital StacksはAdobe公式パートナーとして、
Audience Managerの導入や移行をご支援するコンサルティング
を提供しています。

https://www.digitalstacks.net/adobe/product-audience-manager/
詳しい情報はこちら

Adobe Audience Manager

▲

https://youtu.be/zFOzzC2AJyw

Web アクセス解析と A/B、多変量テストWeb アクセス解析と A/B、多変量テスト オムニチャネル対応キャンペーンツールオムニチャネル対応キャンペーンツール

次世代のタグ管理システム次世代のタグ管理システムマーケティングデータを統合管理マーケティングデータを統合管理

データアナリティクス＆エンジニアリングで
ウェブビジネスの成長を長期的にサポート
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　Amazon Web Services(AWS) は、Amazonが提供するクラ
ウドサービスです。CPU、メモリー、HDD、ネットワークインターフェ
イスで構成する仮想マシン環境のAmazon EC2をはじめ、広範な
クラウドリソースを利用できます。ビジネスインテリジェンスや機械
学習などの分析ソリューション、デスクトップ仮想化、モバイルアプ
リの開発環境、IoTプラットフォーム、Hadoopフレームワークな
どさまざまなアプリケーションが用意されています。オンプレミスを
超えるセキュリティーレベル、充実した管理、監視ツールなどが用
意され、すぐに潤沢なコンピューター資源を使い始められます。負
荷に応じたスケールアウト／インで常に適切なロードアベレージを
実現し、従量制の課金によって無駄なコストも発生しません。さら
にDigital Stacksでご契約いただくと、本来のドル建てクレジット
カード決済が日本円での請求書ベースでのお支払いですみ、手数
料も通常の半額の5%とお得です。

1. 低コストの従量課金
　AWSは、従量課金制で低価格。初期費用や長期契約は必要あ
りません。AWSは、グローバルインフラを規模に応じて構築・管
理し、そして低価格でお客様にコスト削減メリットを提供しています。
また、使用した分のみの料金となります。
2.リソースは伸縮自在
　AWSでは、管理画面からの操作により、即座に新しいアプリケー
ションを設置し、作業負荷の増加に応じて瞬時に拡張し、需要に基
づいて迅速に縮小することができます。必要な仮想サーバーが1つ
であっても数千であっても、また必要な時間が数時間であっても年
中であっても、使用した分のみの料金です。
3. 高い自由度と柔軟性
 AWSのプラットフォームは、言語やオペレーティングシステムに依
存しません。開発プラットフォームでもプログラミングモデルでも、
お客様のビジネスにとって最も最適なものを選択できます。
4. 高い安全性
　AWSは、 PCI DSS レベル 1、ISO 27001、FISMA Moderate、
HIPAA、SAS 70 Type II といった、業界が認める資格と監査に通っ
た、安全で耐久性のある技術プラットフォームです。

■Amazon EC2
　CPU、メモリー、HDD、ネットワークインターフェイスで構成す
る仮想マシン環境
■Amazon S3
　オンラインストレージサービス (HDDのイメージ保存／バック
アップなどにも利用可能 )
■Amazon EBS
　EC2の仮想マシン環境で利用できるストレージ ( 外付けハード
ディスクに相当 )
■Amazon RDS
　RDBMS 型のデータベース (RDBMSソフト : MySQL ／
Oracle ／ SQL Server)
■Amazon CloudWatch
　仮想マシンの各種リソースの利用状況を監視 (5 分間隔の基本モ
ニタリングは無料 )
■Amazon Virtual Private Cloud
　仮想的なプライベートクラウド環境
■Elastic Load Balancing
　仮想的なサーバー負荷分散装置
■Auto Scaling
　仮想マシンの負荷状況に応じて同じ構成の仮想マシンを自動で追
加／削除する仕組み
■Amazon Elastic MapReduce
　Amazon EC2とAmazon S3で構成するHadoopフレーム
ワーク

　AWS上でウェブサーバー構築やプライベートクラウド構築を実
現したいお客様に向けて、ご提案および構築を支援するサービスで
す。
 Digital Stacksでは運用監視、バックアップ、ヘルプデスクなど
全て行うトータルパッケージや、お客様のニーズに合わせた各種
サービスを提供しています。

業界 No.1 のクラウドコンピューティングプラットフォーム業界 No.1 のクラウドコンピューティングプラットフォーム

Amazon  Web Services
クラウドサービス

DevOps ＆ IT マネージメント

https://www.techcatalog.net/products/amazon-web-services-aws
お問い合わせ、サービスのデモンストレーションのご依頼はこちら

AWSが提供している主なサービス

Amazon Web Services が
もたらす4つのメリット

Digital Stacks が提供する
AWS導入支援サービス
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