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IBM PureSystemsの目指すところ

－ 専門家の知見を実装したシステムによるITライフサイクルの変革 －
IBM は、専門家の知見やベスト・プラクティスをシステム内に組み込んだエキスパート・インテグレーテッド・システムと呼ば
れるまったく新しいカテゴリーの製品として IBM PureSystems（以下、PureSystems）を発表しました。この製品は今まで企
画、開発、テスト、運用、保守などの各段階で多くの労力とコストが掛かっていた IT のライフサイクルを根本的に変えることを
目指したシステムです。具体的には、多様なワークロードを適切に管理・運用するために、設計段階よりサービスに必要なハー
ドウェアとソフトウェア、および管理・運用における知見を定式化したパターンを統合して、最適な IT プラットフォームを提供す
るものです。本稿では、この PureSystems の誕生の背景とその特長を概括し、この製品に備わる専門家の知見がどのように
その効果をもたらすのか、具体例と共に解説します。

❶ はじめに
近年、保守・運用にかかわる費用が急速に増大し、かつシ
ステム構築においても多くの困難とリスクが高まっています。そ
の背景には、仮想マシンの急激な増加や、ビッグデータに代表
されるようなデータ量の急速な伸び、ビジネスの急激な変化へ
の対応、そしてセキュリティーの脅威など、従来のシステムの

た知見の活用によってどのような効果がもたらされるのかにつ
いて、幾つかの例を交えながら解説します。

❷ IT環境の変化と課題
本章では、今日の IT 環境にまつわる変化と課題に関して、
インフラストラクチャーとアプリケーションの両面で眺めます。

延長では対応困難な課題が山積していることが挙げられます。
このような課題の解決に向けて、2012 年 4 月 11 日（日本

2.1 インフラストラクチャーにおける課題

時間 4 月 12 日）
、IBM は全世界でエキスパート
・インテグレー

IDC が行った市場調査の報告［2］によると、IT の支出

テッド・システム（Expert Integrated Systems）というまっ

の中で、保守・運用にかかわる費用が急速に増大していま

たく新しいカテゴリーの製品である PureSystems を発表しま

す。その予測では 2013 年には全支出の中で保守・運用費

した。エキスパート・インテグレーテッド・システムとは、専門

用の占める割合が 70% を遥かに超える勢いです。この背景

家が培った高度な知見をシステムに実装し、今まで個別に

には、2000 年から 2010 年の間の 10 年間にサーバー数が

対応していた計画から導入、運用に至る煩雑な作業を単純

6 倍に、ストレージ容量が約 70 倍に増大し、仮想マシンの

化することを目指したシステムを指します。PureSystems は

数が年率 50％以上で増加しているという劇的な変化に伴っ

その最初の製品として位置付けられており、インフラストラク

て、
ITインフラストラクチャーの維持・管理が非常に複雑になっ

チャーの管理・運用を最適化する IBM PureFlex System

てきている状況がうかがえます。

（以下、PureFlex System）とアプリケーション・レベルの

1990 年代、オープン・システムの台頭とともに、サーバー、

管理・運用を最適化する IBM PureApplication System

ストレージ、ネットワーク、OS、ミドルウェアなどのさまざまなコ

（以下、
PureApplication System）の 2 種類の製品がリリー

ンポーネントを調達して、最適な IT インフラストラクチャーを

スされています。
従来、新しく導入したサーバーを使えるようにするためには、

構築するアプローチが広まりました。構築直後の IT インフ
ラストラクチャーは、当初の目標を達成するために最適な環

IT 組織を立ち上げて、インフラストラクチャーを構築し、アプリ

境を実現してきましたが、時間とともに多様な変化に追従す

ケーションを新たに展開するなどの作業に何カ月もの期間を要

るための更新・変更が繰り返され、その保守・運用だけで

していたのですが、PureSystems ではわずか数時間ほどで

も非常に大変な作業になってきました。近年高まるセキュリ

行えるように設計されています。PureSystems は、汎用シス

ティー脅威への対応もその 1 つといえます。全体のセキュリ

テムの柔軟性、クラウドの弾力性、そしてアプライアンスの単

ティー・ポリシーを策定するだけではなく、IT インフラストラク

純さを兼ね備えたシステムです［1］。

チャーを構成するすべてのコンポーネントに対しても、適切な

本稿では、この PureSystems の誕生の背景と、その概

セキュリティー対応が求められています。加えて、仮想マシ

要と主な機能を述べ、この製品の特長であるパターン化され

ンの増大も大きな課題であり、サーバー集約・統合により物
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理サーバーの数は減少したのに対し、その上で稼働するワー

と、アプリケーションのデプロイ（展開）のスピードを高め、

クロードの数は増大し続けており、データを含めて管理の負

保守の生産性を高める DevOps［4］が注目されているのは

担が急速に増加しています。この仮想マシンの増大に伴っ

当然の流れです。しかしながら、現実にはその期待に対し

て、データセンターにおけるネットワークのトラフィックも劇的に

て、実際のシステムが十分対応できていませんでした。また、

変化しています。従来は、コア・ネットワークとデータセンター

その環境を実現するにも多岐にわたる高度の専門的知識と

内のサーバーとのトラフィックがほとんどでしたが、仮想化が

スキルが必要でした。今まで、労働集約的に開発、テスト、

普及するに伴ってデータセンター内のサーバー間のトラフィッ

保守が行われてきたアプローチから、さらにビジネス・イノベー

クが急増しています。これは、
仮想マシンからほかのサーバー

ションにつながるアプローチへの変革が求められています。

やストレージにアクセスし、データの移動が増えることに起因
しています。このような例はデータセンター内の基本構成にも
大きくかかわることで、IT インフラストラクチャーやサービスの
ライフサイクルをいかに適切に管理するかが大きな課題になり

❸ PureSystemsの概要と特長
3.1 設計指針

ます。さらに、これらの複雑なインフラストラクチャーを適切に

前章では、プロジェクトごとに独立して開発、テスト、本番

維持・管理するために、高度なスキルを持った多くの要員が

稼働環境を構築するサイロ型のアプローチの非効率さと課題

必要となり、人的リソースの維持・確保においても多くの課

を述べました。IT のライフサイクルにおける課題を根本的に

題が表面化してきています。

変えるため、IBM は PureSystems の実現に当たり、以下

このような 状 況を踏まえ、Bathwick Group の Gary

の設計指針を掲げて取り組みました。

Barnett 氏はホワイト・ペーパー「The Road to Smarter
Computing」の中で次のように述べています。「時を経て、

•	多 様なワークロードを柔軟にかつ効率的に処理、管理可

IT システムは複雑になり管理しにくいものになってしまいまし

能にするため、仮想化を徹底し、システム全体の効率とス

た。その結果、本来であればイノベーションを促進すべき

ケーラビリティー、および変化に対する俊敏性（Agility）

IT が、イノベーションの妨げとなっています」［3］

を高める。
•	最新のテクノロジーの採用とともに将来のテクノロジーの進

2.2 アプリケーションにおける課題
今日の企業は、競争力を維持するために、製品やサービ
スを市場に送り出すまでの時間、コスト、リスクを今まで以上
に減らすことが求められています。
言い換えればアプリケーショ
ンの開発、テスト、サービスの本番稼働、保守という一連の
流れを効率的に実現する仕組みが求められているのです。
しかしながら、現実には従来の開発プロセスにおいて多く

化にも柔軟に対応可能にし、
ビジネスの成長が可能なプラッ
トフォームを実現する。
•	サービスの基盤となるインフラストラクチャーに求められる信
頼性・可用性を実現し、かつ高いセキュリティーを実現する。
•	インフラストラクチャーとアプリケーションの両面で、シンプル
かつ統一的な管理を提供し、運用・管理における煩雑な
作業を単純化する。

の課題があります。例えば、アプリケーションの開発環境を
構築する場合、開発プロジェクトごとにサーバー、ネットワーク、
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このような指針の下、IBM はインフラストラクチャーの基盤

OS、ミドルウェアなど必要なコンポーネントを集めシステムを構

（IaaS：Infrastructure as a Services）として PureFlex

築すると、多大の時間とコストがかかるだけでなく、テストの

System を、アプリケーションの基盤（PaaS：Platform as a

局面や本番稼働局面でも同様の構築・管理作業が発生し、

Services）
としてPureApplication Systemを開発しました。

各環境の保守、管理のコストが増大します。また、並行して

この両者は、共通のコンポーネントとして Flex Systemと呼

複数のプロジェクトが進む今日において、各プロジェクトの進

ばれる、
シャーシ、
X86/POWERプロセッサーを含むコンピュー

捗や特性により、各環境を維持することの非効率さも大きな

ト・ノード、HDD および SSD を内蔵するストレージ・ノード、

課題になります。

ネットワーキング・ノード、そして統合システム管理アプライア

さらには、各アプリケーションの稼働環境もサービス・レベ

ンスなどのモジュールから成り立ちます。PureFlex System

ルの定義によって大きく変化し、最大容量の稼働環境をあら

とPureApplication System はエキスパート
・インテグレーテッ

かじめ固定的に確保するのは得策ではありません。昨今クラ

ド・システムとして、あらかじめ必要なモジュールを最適に構

ウド・コンピューティングを前提とした開発方法が広まりつつ

成した状態で出荷されるのに対して、
IBM Flex System（以

ありますが、その流れの中で開発・テスト・運用の各サイク

下、Flex System）はお客様の環境に合わせてシステム構

ルを融合することにより、アプリケーションの開発効率の向上

築を行うために、各モジュール単位で提供されます［5］。そ
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PureApplication System

を減らす工夫などにより、処
理速度の向上を図っていま
す。すなわちシステム・スタッ
ク全体として、垂直方向の

シャーシ

最適化を行っています。
その一方、多様なワーク

コンピュート・ノード
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ロードに柔 軟に対 応するた

コンピュート・ノード
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め、適切なアーキテクチャー
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Storwize V7000相当

向の最適化も行えるようにしま

の選択を可能にする水平方
した。例えば、複数のプロ
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Ethernet, FC, IB
Fabric Switch
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アプライアンス
IBM Flex System Manager

PaaS基盤
アプリケーションの
迅速な稼働と最適化を行う

図1. PureSystemsファミリーの製品群

やハイパーバイザー、OS を
1 つのシステム内に共存させ
て、統一的に管理することで、
リソースの利用効率を高め、
管理のための労力を削減でき
ます。

Application

Application
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2 つの最適化が可能なアー
キテクチャーを採ることにより、

ステムになりました（図 2）。

I/O

3.3 PureFlex System

水平最適化

PureFlex System は、プ

図2. ワークロードを主体に据えたPureSystemsのアーキテクチャー・フレームワーク

ライベート・クラウド（IaaS）
の機能をシステムに統合した

の関係を図１に示しました。

もので、仮想マシン実行環境として最適化されています。
VMware、KVM、Hyper-V、PowerVMという多様なハイ

3.2 基本アーキテクチャー

パーバイザー環境を最適に管理するとともに、シンプルな操

PureSystems では、ワークロードを中心に据えて、ワーク

作で仮想稼働環境の導入、構築、運用が可能になります。

ロードの管理、仮想リソースの管理、そして物理リソースの

これは、サーバー、ストレージ、ネットワークを設計段階で統

管理の3 階層を統合する管理フレームワークを導入しました。

合すること、さらにその管理、運用に関して専門家の知見と

最適な IT インフラストラクチャーあるいはアプリケーション

ベスト・プラクティスを適用することで実現されます。従来シス

稼働環境を迅速に提供するために、設計段階からプロセッ

テム構成変更や仮想環境のデプロイを行うに当たり、広範か

サー、ネットワーク、ストレージなどのハードウェア・モジュール

つ専門的な知識と経験を基に、複雑な操作を人手で行って

とハイパーバイザー、OS、ミドルウェア、管理ツールなどを完

いましたが、この PureFlex System の場合、管理コンソー

全に統合しています。また、各モジュール間のオーバーヘッド

ルのメニューから目的の操作を選択・実行することにより容易
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に仮想環境が提供可能になります。また、複数の異なるアー

PureApplication System にはさまざまな用途に最適化され

キテクチャーの仮想環境を同一システム内で共存・管理可

たアプリケーション・パターンが用意されています。これらのパ

能なため、スムーズなアプリケーション移行作業が可能になり

ターンから利用目的に応じて必要なものを選択することにより、

ます。 さらに、システム内サーバー障害予兆検知を起点とし

アプリケーションの構成や運用要件を容易に定めることがで

た仮想マシン退避やファームウェアの更新対応機能もシステ

き、アプリケーションのライフサイクルの適切な管理が可能にな

ム内に備わっているので、運用面でも可用性を高めます。

ります。

これらの機能は PureFlex System に搭載されたシステム

例えば、Web アプリケーションの導入には通常 18 以上

管理モジュールである IBM Flex System Manager（以下、

の手順が必要となりますが、PureApplication System に

FSM）がシャーシ内の各モジュールと密接に連携することに

備わる Web アプリケーション・パターンを利用することによ

より実現されています。FSM はハードウェアの管理のみなら

り、1 つの手順だけで導入可能になります。また、データ

ず、ドライバーの更新やハイパーバイザーの仮想化機能まで

ベース・パターンを使用すると、トランザクション（On Line

を、システム的に透過的に運用・管理することを可能にしま

Transaction Processing：OLTP）
、またはデータマート・ワー

す。特に FSM は複数アーキテクチャーのハイパーバイザー

クロードに対応して構成・最適化されたプライベート・クラウ

を統一的に管理可能であるため、今までハイパーバイザーご

ドに、新しいデータベースを数分間で導入できます。さらに、

とに管理が異なっていた複雑さを解消しています。

PureApplication System にはインフラストラクチャーとアプリ
ケーションの両者を束ねて統一的な監視・管理を可能とする

3.4 PureApplication System

ビューが備わっているため、運用がシンプルになります。

一方、PureApplication System は、アプリケーション実
行環境として最適化されており、プライベート
・クラウド（PaaS）
の 機 能をシステムに統 合しています。PureApplication

3.5 専門家の知見をパターンとして展開
PureSystems では、専門家の知見とベスト・プラクティス

System は、 前 述 の PureFlex System をベースにして、

を展開するために、必要な定義情報を「パターン」として定

構 成 済 み の OS や IBM WebSphere、IBM DB2、IBM

式化しています。このパターンの採用により、迅速にビジネス

Workload Deployer などのミドルウェア環境を実装すること

の価値へつなげ、システム構築のリスクとコストを低減し、前

により、アプリケーション実行環境を提供します。IBM によっ

提となるスキル要求レベルを下げることが可能になります。こ

てこれらの多くのコンポーネントがあらかじめ最適に統合さ

のパターンには、プロセッサー、ストレージ、ネットワーク、仮

れているため、ユーザーはアプリケーションの開発、テスト、

想化などに関する知見を対象としたインフラストラクチャー・パ

運用に専念することができます。この効率を高めるために、

ターン、インフラストラクチャーとミドルウェア構成などの知見を

アプリケーションのアップロード
ポリシー（非機能要件）の定義

仮想アプリケーション・パターン

仮想アプリケーション・インスタンス

Database
Web Application

Database

IBM HTTP
Server

Scaling Policy
Web Application

User Registry
User Registry

複数の仮想マシン構成情報
複数の仮想マシンの接続情報
サービス・レベルを定義するポリシー
設定を実行するプラグインやスクリプト
そのほかの定義情報

IBM HTTP
Server

WebSphere
Application
Server
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物理システム

WebSphere
eXtreme Scale

WebSphere
eXtreme Scale

対象としたプラットフォーム・パターン、
そしてビジネス・アプリケー
ションの振る舞いに関する知見を対象としたアプリケーション・

❹ IBM PureSystemsにおける
専門家の知見の活用

パターンの 3 種類が備わっています。
例えば、ある業務を実行するアプリケーション・サーバーを

この章では、IBM PureSystems に備わるパターンの機能

実現することを考えてみましょう。従来であれば、業務要件を

を用いて、どのような効果が発揮できるかについて、具体例

分析し、それを基に稼働環境を実現するために、データベー

を交えながら解説します。

スやクラスター構成、Web サーバーのキャッシュの設定など、
多くのパラメーターを詳細に設定・調整するために、幅広い

4.1 サービス・レベルを維持する自律運用

専門知識と経験を必要としていました。PureApplication

システムの負荷が高くなると、アプリケーションの応答時間

System の場合には、IBM Virtual Application Builder

が長くなり、その結果サービス・レベルの低下を招きます。こ

と呼ばれるツールを介して、定義されたパターンに従い、必

の問題に対処するために、多くの場合システム状態を常に監

要なリソースやコンポーネントをメニューから選択し、応答時

視し、システム・リソースの配分と構成の変更を手作業で行っ

間などの運用要件としてのスケーリングの情報を入力するこ

てきました。

とで、アプリケーションの導入展開の手順が定められ、稼働

PureApplication System に備わるアプリケーション・パ

環境の実現が可能になります。この際には物理的なシステ

ターンには、サービス・レベルを規定するためのポリシーとして

ム構成やミドルウェアのパラメーターの詳細な設定などを気に

「スケーリング」などの設定メニューが備わり、CPU やリソー

せずに目的が達成可能となります。これは PureApplication

ス追加・縮退の閾値を選択することができます。システムは

System がパターンとして記述された定義情報を解釈し、非

常にインフラストラクチャーとアプリケーションの状態を総合的

機能要件のポリシーに従い、システムのさまざまな設定を自律

に監視し、過負荷を検知した場合、これらのパラメーターに

しきいち

的に調整することで実現しています。図 3にはWebアプリケー

応じて自動的に仮想マシンを追加し、人手を介さずに所定の

ションを例にした仮想アプリケーション・パターンのデプロイ（展

サービス・レベルを維持することができます。このような自律

開）の流れを示しました。

的な監視・応答の仕組みは、システムに障害が発生した場

この例から分かるように、パターンをシステム内に実装する

合にも当てはまります。万が一アプリケーション・サーバーのノー

ことで、サービス立ち上げの俊敏性（Agility）の向上やシ

ドに障害が起きた場合、その障害を検知したシステムが、ポ

ステム構築と運用の人員の削減、スキル要件の単純化、そ

リシーに従って自動的に仮想マシンを追加し、サービス・レベ

してリスクや問題発生の低減をもたらすことが可能です。

ルを維持します。
このような自動的にサービス・レベルを維持する運用は、
ハー
ドウェアと OS、ミドルウェア、アプリケーションが一体となり、

IBM Virtual Appliance Factoryと
IBM Image Construction and Composition Toolによるパッケージ化
個々のコンポーネント

アプリケーション

OS

アプリケーション
ミドルウェア
OS
実行機能

実行機能

バンドル

バンドル情報

ミドルウェア

PaaS

アプリケーション
ミドルウェア

PureApplication
System

OS
実行機能
構成情報

構成情報

構成情報

仮想アプライアンス

キャプチャー

標準化された環境で迅速に
稼働可能にするパッケージ

IaaS

パターンにより
最適な
環境を提供
PureFlex System

図4. 仮想アプライアンスのクラウド環境への展開
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解説

4

整合性を持ったシステムであるが故に実現できるものです。

れにより、迅速かつ効率的なサービスの立ち上げが可能に

この結果、サービスイン後の人的作業とリスクを低減し、保守・

なります。図 4 には個々のコンポーネントから仮想アプライ

管理コストを抑制する効果をもたらします。

アンス・パッケージを生成し、ライセンス・キーやデータベー
ス接続情報など、パッケージを利用可能にするバンドル情

4.2 仮想アプライアンスのデリバリー・モデル

報を添え、IaaS もしくは PaaS 環境に展開される一連の流

アプリケーション・パターンは、ビジネス・アプリケーション
の専門知識と知見をパターン化したもので、ソフトウェア・ベ

れを示しました。この仮想アプライアンスの詳細に関しては、
参考文献［7］を参照してください。

ンダーやお客様が独自のアプリケーションを提供することをサ
ポートします。その 1 つの例に、アプリケーションの流通、展

4.3 パターンを基にしたライフサイクル管理

開を迅速かつ容易に実現する「仮想アプライアンス」があり

今まではインフラストラクチャーの構築、アプリケーションの

ます。これは、OS、ミドルウェア、複数のアプリケーションを

開発・テスト、サービスの運用・保守の各段階において、必

1 つのパッケージに集約したソフトウェア・スタックで、すべて

要なスキルとリソースを集め、人手を中心とした作業を行って

のコンポーネントを自動的にインストールし、構成することが可

きました。生産性向上のため、開発やテストにおいて多様な

能になります。このパターンにより、従来のデプロイメント手法

ツールが用いられるようになりましたが、その効果を上げるた

に比べ、より短期間でのクラウドへの移行を実現するとともに、

めには多大な労力と時間が必要でした。特に開発環境とテス

自動化された操作により、高度な専門スキルを必要とせず

ト環境、そして本番のサービス運用環境が個別に構築・管

に対応可能になります。PureFlex Systems では業界標準

理されてきたために、インストールや構成変更作業などには

の DMTF（Distributed Management Task Force）の

人的作業が多く、その過程でエラー発生の可能性もあり、プ

OVF（Open Virtualization Format）仕様［6］に準拠

ロジェクト全体で高いリスクを抱えていました。

した仮想アプライアンスをサポートするため、
この規格をサポー

仮想化技術の進歩によりハードウェアとソフトウェアのコスト

トするほかの環境とのインターオペラビリティーを持つことを可

とリソースの利用効率を高めることは可能になりましたが、開

能としています。すなわち、クラウド環境に対応したアプライ

発作業や運用・保守の段階では依然として人手に頼ること

アンスを実現するのです。この仮想アプライアンスのアプロー

が多く、人的コストとリスクの低減は十分に実現できていない

チは、アプリケーションの市場機会の拡大ももたらし、アプリ

のが実態です。

ケーションの価値を高めることができます。

先に述べたように、PureSystems ではワークロード最適

IBM は、この 仮 想 アプライアンス 作 成を支 援 する

化を主目的として、パターンを単位にインフラストラクチャー

ツ ー ルを 提 供して お
り、 I B M V i r t u a l

従来：人手による局面ごとのアプローチ

PureSystems: パターンによる効率化

Applia nce Factory

設計、開発、構成、
テスト、運用が独立

パターンと仮想イメージによる標準化

（VAF） お よ び IBM

開発環境

テスト環境

Image Construction
IHS
IHS

a nd C omposit ion
Tool（ICCT）は そ の
代 表 的なもので す。こ
れ らは KVM 環 境 や

IHS WAS

DB2

IHS
IHS

WAS

DM

WAS

DM
DB2

WAS

WAS

ケージとしてデプロイす
るだけでなく、システム
内に展 開されたイメー
ジを取得して、リポジト
リーに集め、再利用を
可 能にしています。こ
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開発、
テスト、運用局面ごとにデプロイ

WAS

Database

VM

ロイするアプリケーション・ソ
に有効です。また、パッ

DB2

WAS

PowerVM 環 境にデプ
リューションのパッケージ化

PureApplication System

本番環境

VM

VM

Enterprise Application
Scaling Policy
JVM Policy

OS

ミドルウェア

パッチ

Trade Users

TradeLite

構成情報

TradeDB
User Registry

Messaging Service
Trade Manager

主な作業項目
システム環境に必要なコンポーネントの調達
個々のアプリケーションの設計
OS／ミドルウェア／アプリケーションの導入・構成
組み合わせの検証
個々のコンポーネントの調整、チューニング
インフラおよびアプリケーションの状態監視・管理
開発、テスト、本番の各環境の維持・管理
IHS：IBM HTTP Server

VMイメージ・カタログ

パターンの選択

主な作業項目
パターンの選択
サービス・レベルの設定
ツールによるライフサイクルの管理

WAS：IBM WebSphere Application Server DM：Deployment Manager

図5. PureSystemsによる開発・運用アプローチの変化

VM：Virtual Machine

とアプリケーション基盤の管理・運用を自動的に行う機能が

トの自動化が図れ、アプリケーション自体が、本番環境にお

備わっています。特にアプリケーション環境の構成（トボロ

いても開発環境やテスト環境とまったく同じように動作するよう

ジー）もパターンとして持ち、そのパターンを基に環境を自

になります。PureSystems がが提供する、ワークロードをイ

動的に構築できるため、アプリケーション展開作業の各局面

ンテリジェントに管理・制御できる環境は、動的なスケーラビ

に合わせて必要な環境を迅速に提供することが可能になり

リティーを持ち、サービス・レベルが満たされるように機能しま

ます。具体的には、サービスの開始時において、使用する

す。その結果、クラウド環境への移行も容易になります。

仮想アプリケーション（および仮想システム）のパターンを指

この結果として、PureSystems は、新しいインフラストラク

定し、仮想アプリケーションをデプロイします。運用・管理

チャーの実装に伴うコストとリスクを減らし、さまざまな種類の

段階においては、デプロイしたシステムを監視し、規定した

プラットフォーム全体でサービス・ライフサイクルの最適化を可

サービス・レベルに合わせて自動的にスケーリングを行いま

能にします。

す。さらに、アプリケーションの自動的な更新作業も可能で
す。そして、サービス終了とともに、使用していた ITリソー
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本 稿 では、「 エキスパート・インテグレーテッド・シス
テム」と呼ばれるまったく新しいカテゴリーの製品である
PureSystems がどのような背景で開発され、どのような機能
と特長を持ち、専門家の知見を実装したシステムがどのよう
な課題に対して有効なのかを述べました。
PureSystems は、汎用システムの柔軟性とクラウドの弾力
性、そしてアプライアンスの単純さと迅速さを兼ね備えたシス
テムです。その設計段階より専門家の知見を十分に活用す
る機能を搭載することで、IT インフラの構築・運用の効率化
を図るとともに、アプリケーションの開発、デプロイメント、管理、
さらにはライフサイクル全体に大きな変革をもたらします。
PureSystems を利用することで、システムとアプリケーショ
ン・ワークロードを統合し、IT インフラストラクチャーの TCO
の削減が可能になります。それは、開発環境、テスト環境、
および本番環境を共通のインフラストラクチャー上で実行し、
共通の方法で構成できるためです。そのため、デプロイメン
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