
アップグレードする理由
ご使用中の ArcSight ESMが問題なく使えて
いるのに、なぜアップグレードを検討する
のでしょうか。ArcSightは、セキュリティ運
用ポートフォリオ全体の向上に取り組んで
います。最新のバージョンではない場合、重
要な機能を使用できないことになります。 

優れたトータルエクスペリエンス
ArcSight ESM 7.5のポートフォリオのすべて
の新しい機能の強化、追加、統合により、こ
れまでの ArcSight以上に優れたトータルエ
クスペリエンスを提供します。最新バー
ジョンにアップグレードすると、他の
ArcSight 製 品 と の 緊 密 な 統 合、MITRE 

ATT&CKレポートとダッシュボード、分析の
高速化、改善されたユーザーインターフェ
イスなどのメリットが得られます。お使い
のソフトウェアを最高の状態で実行し、ビ

ジネスと運用に最大のメリットを得るため
にはアップグレードを常に考慮する必要が
あります。 

ArcSight SOAR

ArcSight SOARは ESMとネイティブに統合
されたため、追加費用なしで、組織の自動
対応能力を大幅に向上させます。インシデン
トへの対応を加速し、事前に構築されたカ
スタマイズ可能なプレイブックを使用して、
人、ツール、プロセス間のコラボレー
ションを改善することができます。 

コンテナ化の準備
ArcSight ESMのコンテナ化を待たれていた
お客様には、ArcSight ESM 7.5へのアップグ
レードは今後のコンテナ化に備えるための
最善の方法の 1つとなります。 
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クラウドおよび SaaS との統合
クラウド統合は今後の重要な課題です。
ArcSightのクラウドおよび SaaSソリュー
ションも追加していきます。ArcSight ESMを
はじめとする ArcSight製品のほとんどは、
AWSや Azureのクラウドマーケットプレイ
スでインストールできるようになったため、
ハードウェアコストとメンテナンスを削減で
きます。ArcSightの SmartConnectorテクノ
ロジーは、AWS、Azure、Google Cloudにま
たがる広範なクラウドモニタリング機能を提
供します。他のほとんどのクラウドから
FlexConnectorsによりイベントを取り込む
ことができます。さらに、SaaS環境向けの
ArcSight Intelligence と ArcSight Recon がリ
リースされたため、最新バージョンの ESM

とすぐに統合できます。

アップグレードパス
アップグレードに必要なすべての情報が
揃ったら、お客様の状況に最適なアップグ
レードパスを選択してください。 

シーケンシャルアップグレード
ESM 7.5へのアップグレード方法は 2通りあ
ります。1つは、製品の完全なシーケンシャ
ルアップグレードです。ご使用の ArcSight 

ESMバージョンをアップデートする方法に
ついては、ArcSight ESMアップグレードガ
イドを参照してください。これにより、ご
使用バージョンのすべてのカスタマイズと
設定が最新バージョンに引き継がれ、
ArcSightの最新で高度な機能を利用できるよ
うになります。 

ArcSight ESM の新規インスタンス
もう 1つは、ArcSight ESMの Deインスタン
スを作成したあとに、必要なカスタマイズ、
ルール、パーソナライズ設定をすべて再作
成する方法です。この方法では新しいライ
センスを購入することになります。場合に

よっては新しいハードウェアを購入するた
め、シーケンシャルアップグレードよりも
コストがかかる場合があります。この方法
の利点は、シーケンシャルアップグレード

と比べて、製品のダウンタイムを大幅に削
減できることです。ArcSight ESMの新規イン
ストールの準備が完了したら、元の古いバー
ジョンのESMのライセンスを終了できます。 

https://www.microfocus.com/ja-jp/media/guide/arcsight-esm-upgrading-guide.pdf
https://www.microfocus.com/ja-jp/media/guide/arcsight-esm-upgrading-guide.pdf


開始方法
お客様の状況によっては、ArcSight ソフト
ウェアを最新版にアップグレードすること
が困難な場合があります。お客様の状況に
応じて、必要なリソースやオプションサー
ビスをご用意しています。いずれにしても、
ArcSight ESMをアップグレードすることで、
SIEMソリューションに幅広い機能を提供し
ます。信頼性の高い SIEMパフォーマンスを
維持できるだけでなく、エクスペリエンス
と機能を強化できます。

セルフインストール
お客様自身によるアップグレードが可能な
場合には、『ArcSight ESMアップグレードガ
イド』をお読みになり、お客様自身でイン
ストールを開始することができます。この
方法は低コストで、状況によっては、それ
ほど難しくない可能性があります。アップ
グレードガイドに記載されているとおり、
ArcSight ESMの導入に IPアドレスの大きな
トレンドや大規模なデータセットが含まれ
ている場合、またはシステムパフォーマン
スに問題がある場合は、アップグレードに
かかる合計時間はこのガイドで示されてい
る時間より長くなります。アップグレード
の過程で、マニュアルのリソースや ArcSight

コミュニティのほか、すべての ArcSightの
お客様に提供される無料のサポートをご利
用いただけます。

サポートパッケージ
ArcSight ESMは非常に柔軟で高機能の製品
であるため、かなり複雑な環境にインストー
ルされる場合があります。そのため、複数の
サポートとサービスのリソースをご用意して
います。マニュアルを読んだりビデオを見た
りするだけでは限界があり、より個人的なサ
ポートを受けてプロセスをガイドしてもらう
ことがよい場合もあるかと思います。お客様
のニーズに合わせたさまざまなレベルで、
アップグレードサポートサービスをご利用い
ただけます。Micro Focusビジネスサポートを
強化したプレミアムサポートや、Micro 

Focus Flexible Creditsを利用した短期サポー
トなど、柔軟な対応が可能です。

プロフェッショナルサービス
当社のプロフェッショナルサービスのコン
サルタントチームが、アップグレードのほ
か、お客様のビジネス目標に合わせたセキュ
アなビジネスソリューションを開発するた

めのお手伝いをします。アップグレードの
準備プロセスとアップグレード自体のサ
ポートは、ArcSightのスペシャリストが行い
ます。最近では、ArcSightのお客様の多くが
当社のプロフェッショナルサービスチー
ムを使用して ArcSight SOARを導入してい
ます。当社のプロフェッショナルサービス
は有償ですが、専門家のアドバイス、高度
な作業、時間の節約によるメリットは、そ
のコストをはるかに上回ります。

重要なリソース
• ArcSight ESMアップグレードガイド

• ArcSight ESMアップグレードのビデオ

• ArcSightバージョン比較表

• ArcSightのドキュメント

• ArcSightコミュニティ

• ArcSightサポートポータル

• ArcSight、過去最大アップデート
•	 プロフェッショナルサービスへのお問い
合わせ

• ArcSight SOARプロフェッショナルサー	
ビス

• Micro Focusプレミアムサポート

• Micro Focus Flexible Credits

詳細情報はこちら：
www.arcsight.com
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