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ハイライト
データを活用するためのイノベーションで構築
データ中心型の設計により、迅速に知見を提供し、影響の発生時
点での対応を実現
スケールアウト型インフラストラクチャーにより、経済性の向上と
投資回収 (ROI) を迅速化
データとサービスをセキュアに提供することでリスクを最小化
イノベーションをオープンに実現して、IT の開発方法とデリバリー
方法を改革

●● ● ●

●● ● ●

●● ● ●

●● ● ●

●● ● ●

データを活用するためのイノベーションで構築
テクノロジーのダイナミックな変化により、ビジネス･プロセスの変
革が急速に進んでいます。そして、急激に進化するテクノロジーを活
用する目的のために、ダイナミックなコラボレーションを行うコミュ
ニティーが形成されています。結果として、企業の内外、モバイル・
ワーカー、顧客や見込み客から到達するデータが急増して、ビジネ
ス上の成果を向上させる貴重な知見の獲得と、影響の発生時点で
の知見の適用を実現する前例のない機会がもたらされます。
先進的な機能を活用するためには、重要な IT イニシアチブをサ
ポートする統合インフラストラクチャーが必要です。アナリティクス、
クラウド、モバイル・アクセスといった先進的な分野に最適化された
ソリューションをもたらすための IBM の投資は、今日の市場機会
に対応するプロセスの簡素化と加速を目的としています。

POWER8 テクノロジーを採用した次世代の IBM® Power
Systems は、ビッグデータ、アナリティクス、モバイル、クラウドのパ
ワーを競争上の優位に転換するイノベーションで構築された初のシ
ステム・ファミリーです。Power Systemsの新しいスケールアウト型シ
ステムは、強力かつスケーラブルで経済的なデータ活用手段を提供
します。

ビッグデータとアナリティクスの要求に対応する設計

企業は、大量のデータを蓄えています。Power Systems は、データ
を保管・保護するとともに、実行可能な知見を、意味のある時間内
にデータから引き出します。Power Systems は、ビッグデータのた
めに設計されています。予測分析、データウェアハウス、構造化さ
れていないビッグデータの処理、IBM Watson が実現するコグニ
ティブ・コンピューティング・ソリューションなどに代表される、デー
タベースやアナリティクスといった計算指向のアプリケーションのパ
フォーマンス要求に対応して最適化されており、データの急増をサ
ポートするために柔軟に拡張できます。

Power Systems が提供するスケールアウト・サーバーは、
POWER8 テクノロジーを土台に構築されており、データ中心型ア
プリケーションの高速化と効率化を実現するとともに、データセン
ターにおける物理的、仮想的な限界を打破します。強い回復力、可
用性、セキュリティーを基礎とするオープンでデータ中心型の設計
のPower Systems は、コンピューティング能力、大容量メモリー、メ
モリー帯域幅、幅広いパスを結合し、データの処理や移行をさまざま
なアプリケーションにわたって簡単に実行、管理できるようにします。
スケールアウト型インフラストラクチャーが実現する、データとクラウド
の経済性の向上

企業が多くのことを期待しているクラウドにおいて、Power Systems
のパフォーマンスは、スケールアウト・サーバーの台数を減らすと
同時に、経済性の向上によるメリットの実現を支援します。Power
Systems は、x86 サーバーよりも高い使用率を実現することで、ク
ラウドに優れた経済性を提供します。Power Systems は仮想化ソ
リューションの PowerVM とPowerKVM によって、インテリジェン
トかつダイナミックにリソースを割り当て、クラウド・アプリケー
ションのワークロード要求に迅速に対応します。

IBM Systems

スケールアウト型システムである 1 ソケットまたは 2 ソケットの
Power Systems のスケールアウト・サーバーは、データとクラウドの
ための基盤として、データ中心型アプリケーションをより多く確実に
クラウドに移行するために必要なセキュリティー機能と価格対性能
比のメリットを提供します。スケールアウト・サーバーは、1 世代前の
サーバーの 2 倍を超える帯域幅を実現するとともにシステム使用率
65% を保証することで、ハードウェア、電力、冷却の要件を減らしな
がら、オープン・インフラストラクチャーをインテリジェントにスケー
ルアウトします。
モバイル・アプリケーションに対応する新機能を提供

エンタープライズ・リソース・プランニング (ERP) やカスタマー・リ
レーションシップ・マネージメント (CRM) などのコア・ビジネス・シ
ステムは、市場のニーズに対応する上で不可欠なエレメントです。こ
れらのシステムは、企業とその顧客が要求するデータを管理し配信
します。このようなSystems of Record (定型業務処理システム) と
従業員や消費者とのつながりは、ユーザー・エクスペリエンスの向
上や競争優位の獲得のために設計されたモバイルとソーシャルの
Systems of Engagement (協働のための情報活用システム) を通じ
て強化されます。モバイル・アプリケーションは、このように複雑化
する環境においてはミッション・クリティカルなものとなり、固有の
データ・セットだけを使用する単独アプリケーションとしては稼働で
きず、サービス･レベルやパフォーマンスの向上が求められています。

Power Systems は、モバイル・アプリケーションの求めるオープン・
テクノロジーに加えて、モバイル・ユーザーが最も必要とするときに
信頼できる応答を即時に提供するために必要なコンピューティン
グ能力 (速度、データ帯域幅、低遅延、回復力) を提供します。共
有 IT インフラストラクチャーのメリットをコア・システムに結合する
ことと、モバイル・アプリケーションを通じて用いられるエンゲージ
メント・システムをセキュアかつ確実に拡張することの両方のメリッ
トを実現できます。
オープンなイノベーションを実現して、IT の開発方法とデリバリー方法
を変革

POWER アーキテクチャーは OpenPOWER Foundation の中
核を成しています。発展を続ける OpenPOWER Foundation は、
オープン・テクノロジー・プラットフォームを中心に形成され、新た

3

な機会の創出を支援し、幅広いアプリケーションと新しいテクノロ
ジーを素早く提供しています。オープン・スタンダードを活用する
Power Systems は、プラットフォームに合わせて開発者にツールを
提供します。コモディティー化したアーキテクチャーに存在する制
約を取り除くことで、開発者は生産性とパフォーマンスを向上でき
ます。Linux、OpenStack、KVM などのオープン・スタンダードを
サポートするアーキテクチャーと、Power Systems Linux Center、
The Watson Development Cloud、OpenPOWER Foundation
を通じて推進されるコミュニティーのイノベーションにより、Power
Systems は、計算指向やデータ指向のタスクを大幅に加速させる、
統合ハードウェア・ソリューションの未来像を実現します。
重要なビジネス・サービスの提供方法を変革しながら ROI を素早く
実現

Power Systems を既に使用している場合でも、Power Systems
が IT サービス提供にもたらす可能性を検討している場合でも、
Power Systems が提供する スケールアウト・サーバーは、既存の
IT 投資の保護と機会の拡大を目的として、新しいワークロードを
現行プロセスに徹底して統合することで、エンド・ユーザーへの優
れたビジネス・サービスの提供を実現します。また、パフォーマンス
の競合なくリソースを共有する設計により、新しいアプリケーション
の迅速な導入を実現し、迅速な ROI をビジネスにもたらします。

優れた知見を提供
Power Systems を活用する企業は、優れたテクノロジーとアプリ
ケーションだけを評価しているわけではありません。ビジネス・ソ
リューションのライフサイクル全体を通じた迅速かつ持続的なビジ
ネス価値の推進と、優れたクライアント・エクスペリエンスも評価し
ています。
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お客様は、目的に合ったインフラストラクチャー・ワークショップで
獲得した知見やアドバイスをアーキテクチャーの設計に役立てるこ
とができます。また、事前に構成されたプリロード済みのシンプルな
オファリングを利用して、プライベート・クラウドやアナリティクス・ソ
リューションの導入を素早く開始できます。さらに、多くの実績を誇
る IBM Migration Factory による、コモディティー化した x86 サー
バーや他社製 UNIX サーバーからの重要なデータベースやアプリ
ケーションのスムーズな移行も支援します。
インフラストラクチャーの設計、実装、管理、最適化のプロジェ
クトにおいて、IBM Global Technology Services や IBM Lab
Services のチームが持つセキュリティーに関する深い知識も活用
できます。さらには、経験豊富な IBM ビジネス・パートナーのグ
ローバル・ネットワークと連携することで安心感も得られます。

Linux インフラストラクチャーに特化したソリューション

Power Systems for Linux は、Linux ディストリビューションとして
Ubuntu、SUSE、Red Hat を実行して、計算指向、データ指向のアプ
リケーション向けに優れたパフォーマンスと ROI を提供します。
仮想化ソリューションとして、PowerVM と PowerKVM の両方
が利用可能です。Power Systems for Linux は、システム管理のた
めの IBM Cloud Manager with OpenStack ソリューションと、
OpenStack などのオープンなデータセンター環境との広い互換性
を実現するとともに、革新的なテクノロジー・ソリューションを素早
く統合して、ベンダーの固定化を回避し、迅速にビジネス成果を上げ
るために必要となる柔軟性を提供します。

統合型アプローチと容易な導入
Power Systems では、どのサーバーもコンピュート・ノードも設計や
開発、テストを一貫したアプローチで実施しているため、ビジネス・
ソリューションの基盤としての導入が容易であり、高い信頼性を実
現します。また、ISV の提供する数千ものアプリケーションをサポー
トし、オペレーティング・システムはAIX、IBM i、Linux の中から選
択できます。IBM Power Systems は、用途と規模によって選択可
能な複数のモデルを提供しており、各サーバーは、それぞれのクラス
において優れたパフォーマンスとスケーラビリティーを提供してい
ます。

POWER をベースに、データのために設計

POWER プロセッサー・テクノロジーは、家庭用電化製品からスー
パーコンピューターに至るまで、多様な用途に採用されている縮小
命令セット・コンピューティング (RISC) アーキテクチャーです。商用
コンピューティングとテクニカル・コンピューティング/ハイパフォー
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マンス・コンピューティングの両方で業界をリードするPOWER プ
ロセッサーは、DB2 データベースやSAP アプリケーションといっ
た商用ワークロードに優れているほか、多くのスーパーコンピュー
ターを支えています。POWER プロセッサー・テクノロジーを搭載
する BlueGene は、ヒトゲノム研究における飛躍的な進歩を支援し
ました。また、火星探査機であるローバーにもPOWER プロセッ
サー・テクノロジーは搭載されています。POWER プロセッサー・
テクノロジーで構築された IBM Watson は、アメリカのクイズ番組
「Jeopardy!」で人間に勝ちました。そして、今日、IBM Watson は、
医療、金融、カスタマー・サービスといった業界のためにテキスト・
ベース分析と自然言語処理の研究を推進し続けています。

POWER プロセッサーは、次世代データセンター設計の最先端に
あり、従来のトランザクション処理と、Web やアナリティクス、モバ
イル、ソーシャルなどの計算指向やデータ指向のアプリケーション・
ワークロードの両方に対応するシステムの基盤となります。パフォー
マンスを最大化するために、POWER プロセッサーを搭載するシス
テムは、特定のワークロードに合わせてシステムを自動調整する最
適化テクノロジーを採用して設計されています。POWER8 テクノ
ロジーで構築されたスケールアウト・サーバーは、バランスの取れた
データ中心型の設計であり、1 世代前のシステムの 2 倍の速さで極
めて複雑なデータ指向アプリケーションをサポートします。
●●

●●

●●

ワークロードを分散するためのコンピューティング能力の増加:
50% 増のコア、コア当たり 2 倍の同時スレッド数、Coherent
Accelerator Processor Interface (CAPI) によって実現するス
マートなアクセラレーション。オープン・インターフェースである
CAPI によって、PCI Express 3.0 (PCIe 3) デバイスは、メモ
リー速度でリスクなく操作に参加可能
大規模なデータを迅速に処理: 2 倍のメモリーと CAPI フラッ
シュ・テクノロジーにより、遅延の短縮と占有スペースの縮小を実現
I/O の拡張による幅広いパス: システム間でデータを簡単に移行
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OpenPOWER Foundation において、POWER アーキテク
チャーは、次世代のデータセンター・イノベーションを開発する主
要なテクノロジー企業の取り組みを支えています。コミュニティーが
主導する協調的な開発を通じて、POWER は新たな基準を打ち立
て、ビジネス・イノベーションの新たな機会を創出しています。

Power Systems スケールアウト・サーバー
(1 ソケット、2 ソケット)

IBM Power Systems スケールアウト・サーバーは、優れたエネル
ギー効率を実現しています。また、IBM ビジネス・パートナーと業界
ソリューション・プロバイダーの信頼できるネットワークによって支え
られています。スケールアウト・サーバーは、ビジネスクリティカルな
アプリケーションのためにエントリー・レベルまたはスケールアウト型
の導入オプションを必要としている企業に理想的な選択肢となりま
す。特に、コモディティー化した x86 サーバー環境よりも効率的で低
コストのスケールアウト型環境を求めている企業に適しています。

IBM Power System S814: 極めてセキュアかつスケーラブルなアー
キテクチャーで、データベースとミドルウェアの安定したプラット
フォームを提供し、ビジネス処理アプリケーションとミッション・クリ
ティカルなアプリケーションの効率的な導入をサポート。1 個のプロ
セッサー・ソケット、最大 8 個の POWER8 プロセッサー・コア、最
大 1 テラバイト (TB) のメモリーを搭載
IBM Power System S822: 複数のアプリケーションとインフラスト
ラクチャーのワークロードを仮想化環境に統合。1 個または 2 個の
プロセッサー・ソケット、最大 20 個の POWER8 プロセッサー・コ
ア、最大 1 TB のメモリーを搭載
IBM Power System S824: アナリティクス・アプリケーションと小
規模から中規模のデータベースを同一サーバー・プラットフォームで
実行可能。1 個または 2 個のプロセッサー・ソケット、最大 24 個の
POWER8 プロセッサー・コア、最大 1 TB のメモリーを搭載
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IBM Power System S812L: Linux 環境向けに最適化された 1 ソ
ケット・サーバー。2U ラック・マウント型フォーム・ファクターで高
い性能とエネルギー効率を実現。複数のアプリケーションとイン
フラストラクチャーのワークロードを仮想化環境に統合。12 個の
POWER8 プロセッサー・コア、最大 512 GB のメモリーを搭載

IBM Power System S822L: Linux 環境向けに最適化された 2 ソ
ケット・サーバー。最大 24 個の POWER8 プロセッサー・コアを
搭載し、ビッグデータ・アナリティクス、オープン・インフラストラク
チャー・ソリューションを実行。従来のスケールアウト型 Linux ワー
クロードの導入コストを削減

IBM Power S824L: OpenPOWER テクノロジーを活用して、特に
デュアル NVIDIA GPU アクセラレーター特有の高い計算能力を
利用し、POWER8 プロセッサーで大量のデータをより高速かつ効
率的に処理するよう設計された 2 ソケット・サーバー(最大 24 個の
POWER8 プロセッサー・コア) 。ターゲットとするテクニカル・コン
ピューティング、ビッグデータ、Java™ のワークロードを大幅に加速
させる可能性を提供

Linux は、ビッグデータとアナリティクス、クラウド環境、モバイル対
応プラットフォーム、ソーシャル・メディア・コラボレーション・サービ
スなどの重要なソリューション向けの低コストの導入プラットフォー
ムとして選択されています。Power Systems for Linux のサーバー
である Power System S812L/S822L は、Linux 環境向けに最適
化されており、1 ソケット、2 ソケットの x86 Linux サーバーに匹敵
する価格となっています。Power System S812L/S822L は、Linux
の導入にかかるコストを低減できるほか、コモディティー化したx86
サーバーよりも効率的なサーバー仮想化を提供します。
●●

●●

エンタープライズ向けの PowerVM は、特に Linux on Power
環境を対象として提供されており、ビジネスクリティカルなワー
クロードのために実績ある安全性、セキュリティー、スケーラビリ
ティーを提供
PowerKVM によるオープンな仮想化は、その他の KVM ホスト
と同じように管理できるため、単一の仮想化オファリングによっ
て異機種混合データセンターを容易に管理可能

AIX – UNIX の未来形

Linux – POWER の価値を業界標準 Linux に拡張

Red Hat (Red Hat Enterprise Linux)、SUSE (SUSE Linux
Enterprise Server)、Canonical (Ubuntu) が提供する Linux は
POWER プロセッサー搭載システムでネイティブに稼働し、オー
プン・ソース・アプリケーション向けのスケーラブルな Linux の選択
肢となっています。統合と仮想化によって無秩序なサーバーの増大
を減少させることは、多くの企業にとって重要な優先事項の 1 つです。
Linux は、コモディティー化した x86 サーバー上での Linux 実行
環境に代わる、スケーラブルで最適化された価格競争力の高い選
択肢を提供します。

IDC によると、AIX テクノロジーが搭載された Power Systems プ
ラットフォームは、世界の UNIX サーバーの売上シェアでトップに
立っています1。オープン・スタンダード・ベースの UNIX オペレー
ティング・システムである IBM AIX は、数十年間にわたる IBM の

IBM Systems
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技術革新を活用しています。AIX テクノロジーは、仮想化のための
PowerVM、高可用性のための PowerHA、セキュリティーとコンプ
ライアンスのためのPowerSC と緊密に統合されて最適化されてい
る上に、IBM DB2、IBM WebSphere Application Server、IBM
Rational コンパイラーや開発ツールなどの幅広いミドルウェアとソ
フトウェア・スタックによる最適化を提供します。
最新の AIX 7.1 リリースでは、PowerHA と連携するクラスター対
応機能のほか、AIX 5.2 と AIX 5.3 のワークロード区画実行機能
が組み込まれ、アプリケーションの移行と再使用を円滑に行えるよ
うになっています。AIX オペレーティング・システムには、中堅企業
と大企業の両方に対応して、幅広い機能と柔軟性を提供するために
3 つのエディションが用意されています。

AIX 7 と AIX 6 には、AIX 5L を含む以前のバージョンの AIX
とのバイナリー互換性があります。つまり、以前のバージョンで実行
されていたアプリケーションを AIX 7 または AIX 6 で引き続き実
行できることが保証されます2 。

IBM i – ビジネスのために設計されたシステム

IBM i は、管理しやすいビジネス・アプリケーション向けの統合プ
ラットフォームを提供し、優れた回復力と低い運用コストが高く評価
されています。IBM i に対応するアプリケーションは、長年にわた
り、企業がイノベーションやビジネスの新たな価値実現に重点的に
取り組み、IT 運用の管理コストを削減する上で役立っています。
15 万社を超える中堅企業のお客様が、IBM i のシンプルさ、回復
力、費用対効果を活用して、ほぼすべての業界で役立つ数千の ISV
アプリケーションを実行しています。定評あるセキュリティー、回復
力、使いやすさは、IBM i と、組み込まれた DB2 データベース、
Web サービス、ネットワーキング、ストレージ管理機能との統合か
ら導き出されています。
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IBM i 7.2 は、重要なビジネス・データのためのきめ細かいセキュリ
ティー・オプション、追加のシステム管理機能のほか、パフォーマン
スと使いやすさを念頭に置いて設計されたその他多くの機能拡張
により、お客様に大きな価値をお届けします。IBM i のお客様は、
IBM i 7.2 を POWER7、POWER8 のシステムで実行でき、慣
れ親しんだ信頼性、可用性、スケーラビリティー、パフォーマンスと
いった主要な特性を利用できます。

SystemMirror for IBM i は、データセンターとマルチサイトの両
方の回復力のための高可用性クラスタリング・ソリューションです。

PowerHA は、ほとんどすべての種類の障害からビジネス・アプリ
ケーションを保護するよう設計されており、24 時間体制のビジネ
ス・オペレーションを維持できるようにします。
高可用性と災害復旧の最適な計画のためには、アプリケーション、
オペレーティング・システム、サーバー、ストレージにわたる回復力
に対する統合型アプローチが必要です。そのため、PowerHA は、
PowerHA SystemMirrorと AIX または IBM i との緊密な統合と
最適化を提供します。PowerHA は、IBM Storwize V7000 などの
IBM System Storage 製品向けに最適化されています。

PowerSC – 仮想化データセンターを保護する設計

PowerHA – ダウンタイム・ゼロ・クラスの回復力

Smarter Computing では、本質的に、企業はサービス提供レベ
ルを高めることを求められ、1 日 24 時間 週 7 日というアプリケー
ションと IT インフラストラクチャーの高可用性に対する要求は増
大しています。PowerHA SystemMirror for AIX と PowerHA

セキュリティーとコンプライアンスは、今日のビジネス・プロセスやシ
ステム開発、日常的な運用にとって本質的なものであり、IT や重要
なインフラストラクチャーのあらゆるソリューション設計の初期段
階で考慮されるべきものです。IBM は、AIX、IBM i、Linux の各
ワークロードを実行する Power Systems で脅威と無許可アクセス
からデータを保護するためのソリューションを提供します。セキュリ
ティー機能は、Power Systems のハードウェアとソフトウェアのあら
ゆる層に組み込まれています。ファイル・システムやデータ、バック
アップを保護するデータ暗号化機能は、ビジネス情報を保護する上
で不可欠です。

IBM Systems

IBM が提供するソリューションは、ビジネス・セキュリティー・ポリ
シーの定義、実施、監査を直感的に管理できるようにします。IBM
PowerSC は、PowerVM、AIX、Linuxを実行する Power Systems
に、仮想化環境向けに最適化されたセキュリティーとコンプライ
アンスのソリューションを提供します。PowerSCは、業界プロファイ
ルと、コンプライアンス違反に対してリアルタイム・アラートを出すポ
リシー・ベースのセキュリティー・コンプライアンス・レポートを通し
て、企業がコンプライアンスの管理と実証を強化できるよう支援し
ます。コンプライアンス自動化機能には、Payment Card Industry
Data Security Standard (PCI-DSS) などの多様な業界標準への
コンプライアンスを円滑に行えるようにする事前作成済みのシステ
ム・プロファイルが含まれます。その他の機能として、ネットワーク分
離、システムの信頼性状況、システム・パッチ・ポリシー・コンプライ
アンスのためのコンプライアンス・モニターと、監査ログの保護が含
まれます。
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IBM Power Systems スケールアウト・サーバー

Power System
S812L

Power System
S822L

Power System
S814

Power System
S822

Power System
S824

Power System
S824L

システム・
パッケージ

2U、19 インチ・ラック

2U、19 インチ・ラック

4U、19 インチ・ラック

2U、19 インチ・ラック

4U、19 インチ・ラック

4U、19 インチ・ラック

POWER8

3.42 GHz (10 コア)
3.02 GHz (12 コア)

4.15 GHz (16 コア)
3.42 GHz (20 コア)
3.02 GHz (24 コア)

3.02 GHz (4 コア)
3.02 GHz (6 コア)
3.72 GHz (8 コア)

4.15 GHz (8、16 コア) 3.89 GHz (6、12 コア)
3.89 GHz (6、12 コア) 4.15 GHz (8、16 コア)
3.42 GHz (10、20 コア) 3.52 GHz (24 コア)

IBM i サポート・
レベル

N/A

N/A

7.1、7.2

N/A

AIX サポート・

N/A

N/A

6.1、7.1

プロセッサー・
オプション GHz
(コア数)

レベル

Linux サポート

仮想化の
サポート

またはタワー

7.1、7.2

3.42 GHz (20 コア)
3.02 GHz (24 コア)

N/A
N/A

SLES
RHEL
Ubuntu

SLES
RHEL
Ubuntu

PowerVM、PowerKVM

PowerVM

SLES
Ubuntu
RHEL
PowerVM

マシン・タイプ

8247-21L

8247-22L

8286-41A

8284-22A

8286-42A

8247-42L

エネルギー
消費効率*

掲載対象外

掲載対象外

C区分、2.71

掲載対象外

掲載対象外

掲載対象外

- モデル

Notes

詳細情報
IBM Power Systems スケールアウト・サーバーの詳細については、日本 IBM 営業担
当員または IBM ビジネス・パートナーにお問い合わせいただくか、次の Web サイトを
ご覧ください。ibm.com/systems/jp/power
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