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IBM Aspera on Demand
クラウドへの、クラウドからの、クラウド上
の高速転送

ハイライト
•

御社が必要なスピードで、ビッグデー
タをクラウド・インフラストラクチャ
ーとの間やクラウド・インフラストラ
クチャー間で移動

•

クラウド内のラージ・ファイルとラー
ジ・データ・セットの転送に依存する
デジタル・ワークフローに予測可能性
を提供

•

大きなデジタル資産を既存または新規
のプロセスに統合

•

クラウドのビッグデータのトランスポ
ート、取り込み、共有、コラボレーシ
ョン、交換のために、非常に多様なオ
ンデマンド・クライアント・オプショ
ンおよびアプリケーションを提供

•

あらゆるサイズのデータをあらゆるネ
ットワーク上であらゆるクラウド環境
にライン・スピードで迅速に移動

クラウド・コンピューティングは、データの処理、格納、配信のた
めに実行できる主流のソリューションとなりました。しかし、クラ
ウドとの間で大量のデータを移動することは、数テラバイトものデ
ジタル・ファイルを持つ企業に、乗り越えられない難題を呈してい
ます。
高速データ転送ソリューションのリーディング・プロバイダーであ
る Aspera は、そのソフトウェア・テクノロジーをクラウド・ストレ
ージにネイティブに統合するために大きな投資を行ってきました。
数多くの企業が IBM の Aspera on Demand ソリューションを使用し
て、ビッグデータに対するクラウドの価値を解き放っています。こ
のテクノロジーを使用すると、クラウドへ、クラウドから、そして
クラウド上で、ラージ・ファイルやラージ・データ・セットを高い
セキュリティーと信頼性を実現しながら最高速度で移動できます。

IBM Aspera ソリューション
ビッグデータを管理、処理、配信するための実行可能なオプション
を提供するためには、IBM の SoftLayer® といったクラウド・プラ
ットフォーム・プロバイダーは、次の 2 つの主要なボトルネックに
対処する高速トランスポート・ソリューションを必要とします。
•

•

従来の転送プロトコルを使用した長距離伝送で発生するワイド・
エリア・ネットワーク (WAN) 転送速度の低下。
基礎となるクラウド・オブジェクト・ストレージへの HTTP イン
ターフェースが原因で起こる クラウド・データセンター内の「ラ
スト・フット」ボトルネック。

Aspera が特許を取得した Fast, Adaptive and Secure Protocol (FASP®)
トランスポート・テクノロジーを中核に備えた Aspera on Demand
(AoD) 転送製品スイートは、WAN の技術的な問題とクラウドの
I/O ボトルネックの両方を解消します。 Aspera は AoD により業界
最先端のスケールアウト転送キャパシティーを提供して、エンター
プライズ級の暗号化セキュリティー、様々なクライアント・オプシ
ョン (デスクトップ、Web、モバイル、埋め込み)、ビッグデータの
トランスポート/取り込み/共有/コラボレーション/交換用のアプリ
ケーションを備えた、効率的な大規模ワークフローを実現します。
これらの機能はすべて、サブスクリプション・ライセンス・モデル
のもとでオンデマンドでご利用いただけます。
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AoD は、クラウドでビッグデータ・アプリケーションをホ
ストする際の最大の課題のひとつに対する明確な解答で
す。弊社の最先端のデータ転送ソリューションは、クラウ
ド・ストレージへ、クラウド・ストレージから、そしてク
ラウド・ストレージ上でビッグデータを伝送することを必
要とするお客様のためのインフラストラクチャーの重要な
部分です。 多数の企業が AOD を大いに活用してクラウ
ド・インフラストラクチャーのパフォーマンスと使用を最
大化しています。

•

•

•

•

Aspera on Demand の概要

•

AoD はフルセットの Aspera ソフトウェアで、SoftLayer、
Amazon Web Services、Google、Microsoft Azure 上で従量
課金ライセンス・モデルにより展開し、ご使用いただけ
ます。 Aspera の FASP プロトコル上に構築された AoD
では、あらゆるサイズのデータをあらゆるネットワーク上
であらゆるクラウド環境にライン・スピードで迅速に移動
できます。 このソリューションは、クラウド・ストレージ
環境へのセキュアで頑強かつ再開可能な直接の高速ファイ
ル転送を提供します。

IBM® Aspera® Server on Demand: IBM® Aspera®
Enterprise Server、IBM® Aspera® Console、および専用転
送クライアント
IBM® Aspera® faspex™ on Demand: Aspera Enterprise
Server および IBM® Aspera® faspex™
IBM® Aspera® Shares on Demand: Aspera Enterprise
Server、IBM® Aspera® Shares、および Aspera Console
IBM® Aspera® Application Platform on Demand: Aspera
Enterprise Server、Aspera Console、IBM® Aspera®
Connect Browser Plug-in (IBM® Aspera® SDK は別売)
IBM® Aspera® Console on Demand: Aspera Console

***アドオン・オプション – IBM® Aspera® Drive、IBM® Aspera® モバイル・
アプリケーション、IBM® Aspera® for Microsoft® Outlook、および IBM®
Aspera® Embedded Client

一般的なユース・ケースのソリューション
取り込み/大量トランスポート
Aspera Server on Demand または Shares on Demand は、大
量のデータをクラウドへ高速かつセキュアに取り込む場合
に理想的なソリューションです。IBM® Aspera® Desktop
Client または Aspera Connect Plug-in を使用すると、ユーザ
ーは最高速度でクラウド・ストレージに直接ファイルを転
送できます。クラウドに転送されたデータは、クラウドで
実行される他のアプリケーションからアクセスできます。
どちらのソリューションも、ストレージ・アクセスとユー
ザー管理の両方を Web ベースで簡単に構成できます。それ
ぞれのオンデマンド・バンドルに装備されている Aspera
Console は、個々のストレージ・バケットとディレクトリ
ーへのアクセスを構成する機能を提供します。

バンドルされたオンデマンド・ソリューション
Aspera はお客様の複雑な問題にシンプルで頑強なソリュー
ションを提供するために、様々なアドオン・オプションを
備えた 5 つの独自の AoD バンドルを開発しました。 これ
らのバンドルは、弊社ソフトウェアの最も一般的な展開お
よび使用パターンのニーズに対処しています。5 つのバン
ドルは以下のとおりです。

図 1: Aspera direct-to-cloud トランスポートは、クラウド・オブジェクト・ストレージを使用してラージ・ファイルやラージ・データ・セットを転送するため
の根本的なソリューションとして、クラウド・プラットフォームのオブジェクト・ストレージと深く統合されたネイティブ FASP トランスポート機能を提供
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共有とコラボレーション

統合

容易なファイル共有機能を備えた Aspera Shares on Demand
は、クラウドにおけるビッグデータ・コラボレーションの
ための自然なソリューションを実現します。 個人と時々デ
ータを共有する場合も、グループ内で頻繁にデータを共有
する場合も、Aspera Shares on Demand はお客様のニーズに
対応した転送・通知機能を提供します。Shares on Demand
には Web ベースのユーザー管理、アクセス制御、通知オ
プション、ストレージ構成が装備されています。

Aspera Application Platform on Demand は、FASP 高速転送
テクノロジーの SaaS プラットフォームへの統合を希望す
るサードパーティー SaaS プロバイダー向けのソリューシ
ョンです。このソリューションは SDK とともに、統合を
サポートするために必要なソフトウェアとライセンスを提
供します。SDK デベロッパー・サブスクリプションは別
途ライセンスが供与されます。これは、ドキュメンテーシ
ョン、ライブラリー、サンプル・コード、開発者サポート
へのアクセスに必要です。

個人対個人のデータ送付
Aspera faspex on Demand は、従業員、顧客、パートナー向
けの高速ファイル配信ソリューションを必要とする組織に
理想的なソリューションです。 faspex は電子メール形式の
ファイルおよびパッケージ配信システムで、ユーザー管
理、ストレージ・アクセス制御、転送監視、通知といった
機能を、シンプルで使いやすい 1 つのユーザー・インター
フェースで提供します。faspex プラットフォームからの転
送を自動化したい場合は、自動ダウンローダーの
Aspera Cargo をアドオンとして使用できす。
図 4: 統合の使用例

On Demand のハイライト
Aspera の主な差別化要因
•

•

図 2: 共有およびコラボレーションの使用例

•

•

•

AoD は SoftLayer および他の主要クラウド・プラットフ
ォームにおける最も緊密に統合された高速ビッグデー
タ・トランスポート・ソリューションを提供
堅牢な信頼性、一時停止/再開機能、クラウドでの格納時
と転送時の暗号化
すべての転送 (1 つのファイルおよびディレクトリー) を
中断したポイントから自動的に再試行してチェックポイ
ントから再開
1 つの転送セッションで、選択されたクラウド・プラッ
トフォームがサポートする最大オブジェクト・サイズま
でのファイルおよびディレクトリー・サイズをサポート
個々のファイルを任意の数だけ含むディレクトリーの高
速転送をサポート。非常に小さなファイルを非常に多数
含むディレクトリーも可能

柔軟な展開
•

図 3: 個人から個人へのデータ送付の使用例

•
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AoD 製品はあらゆるストレージ・タイプまたはロケーシ
ョンをサポート (ブロック、オブジェクト、オンプレミ
ス、クラウド、ハイブリッド)
1 対 1、ハブ・アンド・スポーク、クラウド/データセン
ター間、クラウド間といった多数の使用シナリオに適応
可能
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•

•

あらゆる転送モード (例: コマンド･ライン、対話型 GUI
ポイント・アンド・クリック、ブラウザー、ホット・フォ
ルダー・オートメーション、SDK オートメーション) で、
クラウド・ストレージの転送ピアとして動作するすべての
Aspera コア製品と完全に相互運用可能な転送をサポート
あらゆるインフラストラクチャー・タイプや組み合わせ
で、従量課金ライセンス、カスタムおよびハイブリッド
の展開で使用可能

の「Bring Your Own Entitlement」(BYOE) オプションから
選択できます。Aspera の展開に使用できるこれらのオプシ
ョンは、プレパッケージの仮想マシン・セットアップと、
セルフインストール・ソフトウェア・プロセスです。
Aspera の Application Platform on Demand、Server on
Demand、および faspex on Demand for Microsoft Azure の
購入と展開に関する重要な詳細は、以下をご覧ください。

組み込みの FASP
•

•
•

•

各クラウド・プラットフォームにおける両方のオプション
の展開プロセスは、以下のサポート・ページにリストされ
ています。

遅延やパケット・ロスに関係なく、WAN 上で最高転送
速度を実現
非常に大きなファイルやデータ・セットを国際的に転送
同時転送をサポートして、VM インスタンスあたり最大
50 の同時転送まで拡張
選択したクラウド・プラットフォームの I/O 制限まで、
オブジェクト・ストレージへの直接高速転送を提供

SoftLayer: https://support.asperasoft.com/entries /67246796
Google: https://support.asperasoft.com/entries /38947688
AWS: https://support.asperasoft.com/entries /21731156
各 AoD ソフトウェア・パッケージは、IBM ソフトウェ
ア・ダウンロード・サイトから標準 Linux 64 ホスト上に
インストールできます。 ソフトウェア、ドキュメンテーシ
ョン、ライセンス・キーへのアクセスは、ソリューショ
ン・エンタイトルメントを購入すると提供されます。

帯域幅の適応制御
•
•
•

帯域幅キャパシティーをフルに使用
他の TCP トラフィックに公平
優先度を事前に設定可能。処理中の変更も可能

エンタープライズ級のセキュリティー
•
•

•
•
•

•

Microsoft Azure で AoD を展開するには、Azure
Marketplace で転送サービスを購入する必要があります。
オンプレミスでの展開用に購入された Aspera ソフトウェ
アは、Azure プラットフォーム上で実行される仮想マシン
にはインストールできません。 詳細は、Aspera クイッ
ク・スタート・ガイド ( https://support.asperasoft.com/
entries /21970287 ) をご覧ください。

セキュアなエンドツーエンドの認証
アプリケーション、ディレクトリー・サービス、または
ID プロバイダー・アカウントをベースとするユーザー
管理
転送中とクラウド・ストレージ格納中のデータの暗号化
データ完全性の検証
クラウド環境との間の転送では、クライアント・サイド
でフォワードまたはリバース・モードの Aspera プロキシ
ーをサポート
アカウント管理、転送ロギング、アクティビティー監視、
レポート

お問い合わせ
Aspera on Demand 製品バンドルの価格、提供状況、評価
の詳細は、Aspera 営業担当者 (sales@asperasoft.com) ま
でお問い合わせください。 「Getting Started」および高度
な構成に関する追加情報は、Aspera Support ポータルの
「Aspera on Demand」フォーラムをご覧ください:
https://support.asperasoft.com/forums/20790238

サブスクリプションの概要
AoD のサブスクリプション・ライセンス・モデルでは、バ
ンドルされている各ソリューションの価格は以下の可変要
素に基づいて設定されます。

IBM 社の一員である Aspera について
IBM 社の一員である Aspera は、ファイル・サイズ、転送
距離、ネットワークの状態に関係なく世界のデータを最高
速度で移動する次世代トランスポート・テクノロジーを創
出しています。 Emmy® 賞を授与された特許取得済みの
FASP® プロトコルをベースとする Aspera ソフトウェア
は、既存のインフラストラクチャーをフルに活かして、最
も予測可能な最高速度のファイル転送体験を実現します。
Aspera のコア・テクノロジーは、帯域幅に対する比類ない
コントロール、完全なセキュリティー、そして妥協のない
信頼性を提供します。 六大陸の様々な業界の組織
が、Aspera ソフトウェアを使用してビジネス・クリティカ
ルなデジタル資産のトランスポートを行っています。

1) 契約期間 (月、年、複数年)
2) 契約期間中のデータ転送量
3) オプションのクライアント・アドオン
希望の期間に必要なデータ転送量に対する支払いを行うこ
とで購入します。 AoD コミットメント期間や選択した期
間中のデータ使用量 (ティア) の増加によって価格割引が
提供されます。

購入・展開方法
SoftLayer、Google、または AWS プラットフォーム上で
AoD ソフトウェアを展開する場合は、IBM Aspera からの
ソフトウェア・エンタイトルメントの直接購入を含む 2 つ
4

詳細情報
Aspera ソリューションに関する詳細は、 ibm.com/software/aspera
をご覧ください。また、ツイッター (@asperasoft) をフォローして
ください。
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