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IBM TS7700仮想テープ・ライ
ブラリー
ハイライト
• 基幹業務データ保護と事業
継続性

• 常時オンで強力、拡張可能
でサイバー・レジリエント
なグリッド

• Cloud Storage Tieringによ
るシームレスなハイブリッ
ド・マルチクラウド統合

• メインフレーム・データの
ためのクラウド・ベースの
災害復旧

• メインフレーム・データの
テープへのオフロード

• 最適化されたデータ圧縮
• 保管中と移動中のデータ暗
号化

• GDPR対応のメインフレー
ム・ストレージ

• 19インチのフレームで必要
なものだけを購入できる柔
軟なストレージ

• IBM Z
と、DS8900F、TS4500の
ソリューションとの計画的
な統合

クラウド時代のIBM Z環境に向けた大規
模な拡張性と常時オンのデータ可用性
現在、世界中の企業の85%以上がハイブリッド・マルチクラウ
ド環境でビジネスを行っており、今後数年間でほぼすべての
企業がこれらのアーキテクチャーに移行するとみられます
が、1、企業のワークロードの80%以上はまだクラウドに移行
しておらず、クラウドを活用してもいません。2顧客データベー
スやトランザクション処理、財務・会計、サプライチェーン、
製造などのセキュリティーに依存する基幹業務アプリケーショ
ンのパブリッククラウドへの移行はゆっくりと行われている
か、またはまったく行われていません。こうした状況は、銀
行やヘルスケアなどの、プロセスの大部分がまだクラウドに
移行していない、規制の厳しい業界に特に当てはまります。3
多くの場合、これらのワークロードには、プライベートクラ
ウド、または、パブリック、プライベート、従来型ITを組み
合わせた環境が適しています。4同時に、メインフレームの使
用率は引き続き堅調です。IBM Zメインフレームは、1日に地
球上のすべてのクレジット・カード・トランザクションの87%
を含む300億件のトランザクションを処理します。5
これらの主要なテクノロジーの傾向はすべて、1つの重要な結
論を示しています。かつてないほどに多くの企業が、パブリッ
ククラウドのメリットを活用するのに役立つ、経済的なメイ
ンフレーム向けに最適化されたテープ・ベースのデータ・ス
トレージ・ソリューションを必要としているということです。
IBM TS7700ファミリーの仮想テープ・システムは特に、こ
れらのビジネス上重要な要件を満たすように設計されていま
す。これが世界の大手20銀行のうち17銀行がIBM TS7700を
使用し、世界の大手保険会社20社のうち13社がTS7700を信頼
している理由です6。
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19インチのフレームによる基幹業務データ保護と事業継続性
IBM TS7700ファミリーの仮想テープ・ソリューションは、2年以上にわたって革新をもたらし、
業界のリーダーとしての地位を13年以上保っています。 TS7700システムにより、メインフレー
ム中心の企業は、強力な仮想化機能を活用して、完全に統合された階層型ストレージ階層を実装
できるようになります。 仮想化とディスク・キャッシュを使用して、システムは既存のテープ
操作との互換性を維持しながら、ディスク装置と同等の速度で作動します。 TS7700は、ディス
クとテープの両方のテクノロジーを活用できる完全に統合された階層型ストレージ階層の作成を
支援し、19インチの業界標準ラックで、アクティブ・データには高性能を、非アクティブのアー
カイブ・データには経済性を即時にもたらします。
IBM Z環境、DS8900Fと計画的に統合されているため、TS7700システムは、 他のストレージ・
システムに対して強力なメリットと相乗効果を提供します。 インテグレーションを考慮した設
計は、ほとんどの場合、数カ月から数年先に相乗効果という特長を提供します。 TS7700システ
ムはIBM Zに対してインテリジェントであるため、このシステムをサポートするための追加
のz/OSソフトウェアは必要ありません。IBM TS77 0は、 IBMz/OS、IBM z/VM、 IBM
z/VSE、IBM z/TPFの各環境向けに設計されています。z/OSは、一連の独立したテープ・ライブ
ラリーではなく、TS7700グリッド全体を認識します。 DFSMSポリシー管理により、クラウド・
ストレージの階層化機能でデータをクラウドにオフロードできます。TS7770はDS8900Fとフル
に統合され、現在の機能を拡張したり、すでに実装されているソリューションを補完したりする
エンドツーエンドのソリューションを提供し、その一方で、IBM Zは、IBMの適切なテープ・ラ
イブラリー・コマンド・セットすべてにフルアクセスできます。
確かな証拠として、IBM Z統合は、DS8900F、TS7700、およびIBM bタイプのネットワーキング・
スイッチで構成される、IBMz15メインフレーム・ストレージ環境での作業中にESGによって検
証されています。その結果、統合は企業による高性能SANの設計に役立つことが示されました。
企業は、IBM Transparent Cloud Tiering(TCT)とIPEX対応WANを使用することで、ローカルのサ
イトとリモートのサイトの間の地理的距離が長くなった場合でも、一貫性があり短時間のデータ
のバックアップと復旧を利用できます。7

常時オンで強力、かつ拡張性を備えたレジリエントなグリッド
TS7700ソリューションは、グリッド構成で最大8つのシステムの相互接続を可能にするグリッド・
アーキテクチャーの機能を活用できます。8このTS7700の機能は、IBM Metro MirrorとIBM
Global Mirrorに相当します。 TS7700 は通常、さまざまな場所に常駐して可用性と災害復旧を提
供するため、グリッド通信機能はサイトのいずれかで障害が発生した場合でも、データの可用性
を維持できるように設計されています。
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IBM TS7770 仮想テープ・ライブラリー

TS7700は、グリッド内の各仮想テープ・システムに簡単にアクセスして管理するためのグリッ
ド・ビューを提供します。いずれかのクラスターがボリュームをクラウドに配置すると、同じグ
リッド内のすべてのクラスター(既存でも将来でも)は、グリッドが複製されているかどうかに関
係なく、クラウドからボリュームに即座にアクセスできるようになり、完全なグリッド認識を与
えます。
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最大8クラスターのグリッド は、データの可用性を、計画保守、サービスまたはシステムのアッ
プグレード、あるいは予期しない障害の間に維持するために役立ち、また、災害時のテープ・カー
トリッジの物理的な移動の回避にも役立ちます。 自動化されたグリッド・クラウド・フェイル
オーバー機能は、いつでもどこからでもデータを利用できるようにするために役立ちます。 こ
の最先端のテクノロジーは、グリッドにリンクされた最大8つのTS7770システムにわたり、ほぼ
ゼロ秒のフェイルオーバーを提供します。 また、グリッド構成により、管理者は完全なバック
エンド物理テープ機能を備えたアーカイブ・ソリューションとして TS7700 システムを使用でき
ます。
TS7700グリッドは、複数モードの同期および非同期複製を提供します。 これは、IBM Data
Facility Storage Management Subsystem(DFSMS)ポリシーを介してボリュームに割り当てること
ができ、事業継続性ソリューションの実装に柔軟性を提供します。さらに、各TS7700 VED
は、99.9996%のシステム可用性を達成しています。

IBM TS7700 8 システムのグリッド構成

Cloud Storage Tieringによるシームレスなクラウド統合
TS7700 Cloud Storage Tieringを使用すると、爆発的なデータの増加に対応するという課題がは
るかに管理しやすくなります。 実際、クラウド・リソースのスケーラビリティーにより、企業
は大きな資本投資なしにデータ増大の課題に対応できます。 クラウド・ストレージの最たる利
点として強調されるべき点はコストです。
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TS7700Cloud Storage Tieringは、 非構造化データ向けにも強力な新しいソリューションを提供
します。 平均して、非構造化データはその存続期間中に異なるストレージ層内で10回移動され
ます。9増大する非構造化データ・セットからビジネス価値を引き出すには、必要な場所で必要
なときにデータを素早く移動させる機能が不可欠です。 Cloud Storage Tieringにより、TS7700
ユーザーは、データを配置する場所を決定し、データを自動的に移動するポリシーを作成できま
す。 この機能により、企業データの移動時期や方法、データを適切なストレージ層に最も効率
的に移行する方法についての情報に基づいた決定が可能になり、コストを抑えながらストレージ
使用効率を最適化することができます。
パブリッククラウドまたはプライベートクラウドへの仮想テープ・データの保存に透過クラウド
階層化を活用すると、TS7700からクラウドへのサーバーレスの直接データ転送により、資本支
出と運用コストを削減しながら、ビジネス効率を向上させることができます。 データがクラス
ターによってクラウドに保存されると、クラウド接続が有効になっているグリッド内のすべての
クラスターは、そのオブジェクトのストア・インスタンスにアクセスできます。
オブジェクト・ストレージは、構造化されておらず、あまりアクティブでないデータ・セットに
多くの利点を提供します。Cloud Storage Tieringは、オンプレミスのプライベートクラウド実装
用の基盤となるオブジェクト・ストレージ層を提供したり、パブリッククラウド・リソースを使
用してオフプレミスのオブジェクト・ストアを構築するために使用できるIBM Cloud Object
Storageとの統合に適しています。 TS7700は、IBM Cloud、AWS S3、RstorなどのS3クラウド
へのデータのオフロードをサポートしています。
TS7700は、クラウドで複数のプールを定義できるようになりました。 各プールは、一意のバケッ
ト/ボールト/プロバイダー/場所にすることができます。 ポリシー管理を使用してワークロード
をプールに転送するこの機能は、マルチテナントに最適です。

TS7700へのメインフレーム・データのオフロードによりMIPSを最
大50%削減
TS7700 Virtualization Engineは、透過クラウド階層化(TCT)テクノロジーの力により、オブジェ
クト・ストアとしても機能できます。TCTは、IBM DS8000プライマリー・ストレージ・システ
ムに格納されているメインフレーム・データをクラウド環境に直接データ転送して、長期的なデー
タ保持を実現します。TS7700は、DS8000 Object Storeオファリングを通じて、仮想テープ・サー
バーとして継続的に機能しながら、バックアップと復旧の目的で大容量のストレージを提供する
代替オブジェクト・ストアです。
オブジェクトの圧縮とさらに暗号化が、DS8900FとTS7700の間で、DS8000オブジェクト・ス
トアによって提供されます。DS8000の透過クラウド階層化により、他の従来のアーカイブ方法
と比較して、大規模なデータ・セットを移行する際のメインフレームCPU使用率(MIPS)が最
大50%節約され、効率性、柔軟性、および資本支出の削減が実現します10。これはz/OSとの緊密
な統合によるメリットです。これらの結果は、サイズが6000 3390トラックを超えるデータ・セッ
トを移行する場合のEC12(8 CP、32GBメイン・メモリー)でのIBMの社内データ測定に基づいて
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います。 結果は、特定のワークロード、構成、ソフトウェア・レベル、および移行するデータ・
セットの量とサイズに基づき、お客様によって異なります。
この機能により、DS8000透過クラウド階層化オブジェクト・データと従来のFICON論理ボリュー
ム・データを、同じ物理TS7700クラスター内で共存させることができます。 データの移動
はDS8000とTS7700の間の既存グリッドのインターフェースを介して行われ、また、データは
既存の常駐キャッシュから論理的にパーティション化されるため、追加のハードウェアは必要あ
りません。 DS8000は、同期レプリケーションのためにグリッド内で最大2つのTS7700クラス
ターをターゲットにすることができます。 TS7700をオブジェクト・ストレージとして利用する
と、その速度は最大で従来のクラウド・ストレージ・システムの2倍になります。 DS8000
Object Storeは、5.0コードを実行しているTS7700モデルVED開発者は、サーバーで利用可能で
す。

メインフレーム・データに対するクラウド・ベースの災害復旧
TS7700システムは、ディスクと同等のテープ操作速度を提供し、オプションで費用対効果の高
い物理テープの階層的な使用(ポリシーにより管理される)を可能にすることで、ストレージ効率
を向上させることができます。また、クラウド・ベースのリソースも活用できるようになりまし
た。
グリッド グリッドの構築時に、重要なデータを必要な場所とタイミングで確実に使用できるよ
うにするために、 TS7700 Cloud Storage Tierは、クラウド・リポジトリーによって提供される
不変性機能を利用してサイバー・レジリエンスを向上させる、優れたソリューションを提供しま
す。 これは、作成後に空のTS7700システムに復元できる、オフラインのポイント・イン・タイ
ムのデータ・バックアップの作成にも使用できます。これは、IBM仮想テープ・ライブラリーと
テープ・ソリューションの新しいクラウド・ベースの災害復旧機能とうまく調和します。 デー
タ・セットを、Cloud Storage Tierテクノロジーを使用して、グリッド外の空のTS7770/60シス
テムに復元できるようになりました。 ボリュームがグリッドで作成されると、TS7770 Cloud
Connectはそれらを割り当てられたクラウド・プールにコピーします。これらのプールでは、ボ
リュームをデータ機能記憶管理サブシステム(DFSMS)で管理できます。 各クラウド・プール内
でバージョン保持が有効になっているため、任意の要件を満たすために必要な期間にわたり、以
前のバージョンを保持することができます。 これらの新機能は、IBM Cloud、AWS S3、IBM
Cloud Object Storage(オンプレミス)、RStorでサポートされています。
TS7700をそのまま使用すると、ボリュームが変更、スクラッチ、削除され、削除されたボリュー
ムを復元しなければならない場合もあります。Cloud Pool Retention機能を使用すると、Cloud
Export Recoveryまたは以前に保持されたボリュームの復旧のいずれかのために、以前のバージョ
ンをクラウドに保持できます。Volume Retention Recovery(VRR)により、1つ以上のクラウド・
プール内でバージョンを保持できるようになり、任意の要件を満たすために必要な期間にわたり、
以前のバージョンを保持することができます。以前のバージョンの論理ボリュームを復元する必
要がある場合は、新しいスクラッチ・ボリュームに復元できます。 これで、最終コピーだけで
なく、任意のボリュームのコピーを復元できます。
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メインフレーム・データのテープへのオフロード
クラウドがサイバー・レジリエント戦略計画に含まれていない場合は、テープへのオフロードが
費用効果の高い戦略になる可能性があります。 TS7700は、物理テープへのボリュームのオフロー
ドもサポートしています。 TS7700は、IBMTS4500またはTS3500のテープ・ライブラリーにイ
ンストールされている、大容量で高性能なIBMTS1150とIBMTS1140のテープ・ドライブに接続
して、ポリシーに従い、データを物理テープに書き込みます。
最新のデータセンター環境で管理する必要のあるデータ量が増え続けているため、IT担当者は、
今日のストレージ・ソリューションの設計と実装に際してプレッシャーを受けています。 スト
レージの需要が増大し、環境が進化するにつれて、高性能で拡張可能な容量を提供する俊敏性を
備えたソリューションを構築することは容易ではありません。ESGは、企業がこれらのデータス
トレージの課題に対処する際にTS7700シリーズが役立つことを実証しています。 ESG
は、TS4500の高密度テープ・ライブラリー・オプションを活用した、2,400 MB/秒を超えるク
ラスター転送速度と最大100PBのストレージ容量により、TS7700ソリューションがほぼすべて
のストレージ・ニーズに合わせて拡張可能であることを確認しました。11

最適化されたデータ圧縮
圧縮は、データ量の急増とIT予算の低迷との間の競争条件を公平化するために重要なツールです。
ただし、すべての圧縮アルゴリズムが同じように実行されるわけではありません。圧縮方法を選
択する際には、圧縮の強度、CPU消費、速度など、一定のトレードオフを考慮する必要がありま
す。12
IBMは、TS7700システムのデータ圧縮を最適化しているため、ユーザーは、ユースケース、ブ
ロック・サイズ、パフォーマンス要件などのさまざまな要素を各圧縮アルゴリズムに固有の特性
に一致させるために、複数の圧縮エンジンから選択できます。TS7700は、同じワークロード内
で圧縮方法を混合するオプションもユーザーに提供します。これらのオプションにより、ストレー
ジ要件とネットワーク帯域幅を大幅に削減し、システム全体のパフォーマンスを向上させ、もち
ろん、運用コストも削減できます。
パフォーマンス要求とストレージ要件のバランスをとるために、LZ4圧縮アルゴリズムとZSTD圧
縮アルゴリズムの2つの拡張圧縮オプションを使用できます。 現在、TS7700の最大使用可能ディ
スク容量3.94 PBでは、5:1圧縮を使用して19PB以上を保持できます。 TS7700は、最大20 GB/
秒のスループットで、メインフレームがより多くのデータをより高速に送信できるようにすると
同時に、データ管理に関連するCPU使用率を削減します。パフォーマンスは、使用する 圧縮方法
によって異なります。 リリース5.0では、IBMは、ほぼすべてのワークロードに対して、新しい
ソフトウェア・ベースのLZ4アルゴリズムとZSTDアルゴリズムを推奨しています。 ESGの検証
では、ZSTDアルゴリズムがより良い圧縮結果を生成することが観察されましたが、その圧縮で
は、LZ4とFICONベースのALDCよりも多くのCPUリソースが消費されます。 この違いは、さま
ざまなブロック・サイズでのテストによって明らかです。これらのテストでは、パフォーマンス
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は、圧縮率とデータの圧縮に必要なCPUリソースに基づいて変化する可能性があります。 ESG
はまた、LZ4ではより低い圧縮強度の実行により速い速度が必要であり、ZSTDは高い圧縮強度を
提供する一方で、CPUコストが高いことを確認しました。13
データの圧縮に使用できる3番目のオプションは、TS7700システムで使用されるFICONアダプター
に組み込まれている標準の圧縮を使用することです。 16 Gb FICON接続により、IBMのお客様は、
最新のFICONインフラストラクチャーを活用し、IBMZへのFICONスループットを最大化できま
す。
最後に、IBM DS8900Fは、オブジェクト・ストレージ・ターゲットとして構成され
たTS7770/60システムに、TCP/IP接続を介して転送する前に、データを圧縮する機能を追加し
ました。 この新機能は複数のメリットを提供します。 圧縮エンジン(実際にはTransparent
Cloud Tiering自体)は、システム全体のIOPSに影響を与えません。 追加のサーバーやゲートウェ
イは必要ありません。 圧縮後、データを移動するために必要なネットワーク帯域幅が小さくな
るため、クラウド環境全体のパフォーマンスが向上します。 また、基本的に3倍のデータをター
ゲット・システムに保存でき、CAPEXを55%削減し、3年間でOPEXを44%削減できる可能性があり
ます。圧縮率はシステムや環境によって異なり、 控えめな見積もりでは4:1です。さらに、この
機能には、冗長圧縮またはデータ暗号化のタスクがすでにIBM Zホストによって実行されている
場合に、それらのタスクを回避することで、システム・リソースと効率を最大化するインテリジェ
ンスが付属しています。

保管中と移動中のデータ暗号化
データ・セキュリティーは、Storage for IBM Zのエコシステム内のもう1つの拡張領域です。
TS7700は、「全方位型暗号化」または「あらゆる場所での暗号化」と総称されるIBMZデータ保
護テクノロジー・スイートをサポートしています。あらゆる場所での暗号化とは基本的に、IBM
ZとTS7700などの統合システムが、イーサネットを経由してネットワーク上で移動中のデータと
ストレージに保管されているデータをホスト・レベルで暗号化することを意味します。SP
800-131A準拠の暗号化を追加することで、DS8900FアレイとTS7700グリッド内の個々のすべ
ての仮想テープ・ライブラリー・システムとの間で移動中の暗号化を拡張できます。 また、
キー・グループ、キー・マネージャー、その他の構成可能なアイテムを構成する必要がないため、
基幹業務のハイブリッドクラウド環境内での暗号化がさらに容易になりました。
TS7700SecureDataTransferは、グリッド内のTS7700クラスター間の安全なファイル転送と、リ
モートの読み取り、書き込み、レプリケーションを含む論理ボリュームデータ暗号化のため
のSP800-131A準拠の暗号化を備えた、次のレベルのサイバーセキュリティーを提供します。
安全なデータ転送は、AES128またはAES256のビット暗号化を使用するTransport Layer
Security(TLS)をサポートし、POWER8(VEC)とPOWER9(VED)のコア内暗号化アクセラレーション
を活用します。 AES-256ディスク・ベースの暗号化は、ディスク・キャッシュ・リポジトリー
内の保存データに使用されます。 複数の暗号化の設定を、管理インターフェイスを介して同時
に有効にしたり無効にしたりできます。 これにより、お客様は 規定の証明書を選択したり、ユー
ザーが信頼できる証明書をアップロードしたりできるようになります。 有効にすると、パフォー
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マンスとCPU使用率のオーバーヘッドが最小限に抑えられます。 安全なデータ転送は、R5.0コー
ドを実行しているTS7770/60モデルVECサーバーで利用できます。
最後に、TS7700IBM Security Key Lifecycle Manager は、企業全体のディスク・ドライブとテー
プ・ドライブの両方の暗号鍵を生成および管理できます。 この機能は、先進的で統合されたク
ロス・ドメインの鍵管理を提供することで、組織のデータをかつてないほどに包括的かつ簡単に
ロックするように設計されています。

GDPR対応のメインフレーム・ストレージ
メインフレームのセキュリティーの専門家は、特にGDPRのような規制の文脈では、データ暗号
化がメインフレームを保護するための不可欠な方法であることに圧倒的多数で同意しています。
GDPRでは、企業は72時間以内にデータ侵害を報告し、データが暗号化され、キーが保護されて
いたことを企業が証明できない限り、多額の罰金を科せられます。14そのために、IBMTS7700テー
プ・ライブラリーは、前述のように、100%のデータ暗号化を、保管中、移動中、クラウド内で提
供します。
ストレージのメインフレームのセキュリティー・レベルを上げるもう1つの方法は、認証アクセ
スと制御を規制することです。 TS7700は、ネイティブ認証と承認用Lightweight Directory
AccessProtocol(LDAP)を提供し、これによりユーザーの管理を容易にします。また、TS7700は、
クラウド保持プールと有効期限/保留および期間の有効化を保護するマルチテナンシー環境向け
に設計された「メーカー」と「チェッカー」アプローチによるデュアル・コントロール・セキュ
リティー認証も有効にしました。 このテクノロジーは、追加のセキュリティー・レベルをお探
しのお客様に最適です。追加の各要素は、コミュニケーションまたはアクセスの要求に関与する
人が自称する個人または組織が確かであることをさらに確実にします。

強化された最新のデータ保護と保持
ディスク装置の速度で実行されるテープおよびクラウドのワークロードは、最も要求の厳しいリ
カバリー・ポイント目標と時間 (RPO/RPT) に対応できます。これにより、従来は 1 次メインフ
レーム接続ディスクに保管されていたワークロードをテープに移動できるため、全体的なコスト
を大幅に削減できます。 TS7700は、同期コピー機能により優れたゼロ・リカバリー・ポイント
目標などの効率性を実現します。 これらの組み合わせにより、TS7700はすべてのワークロード
およびデータ・タイプにとって魅力的なリポジトリーとなり、要求の厳しいRPO/RPT 要件に対
応できます。

LWORMによるデータの不変性
データの不変性、つまり改ざん防止ストレージは、外部または内部の攻撃者によるデータの変更
または削除を防ぎます。 IBMTS7700は、Logicalwrite-once-read-many-times(LWORM)へのを
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提供し、ランサムウェアなどの悪意のある攻撃と不注意によるミスの両方による論理的な破損か
らデータを保護します。15
LWORMは、ソフトウェアでエミュレートされたSEC Rule 17a-4(f)に準拠しており、物理テープ・
メディアで使用可能なWORM機能と実質的に同等です。 このLWORMテクノロジーは、データの
不変コピーを作成します。 データが書き込まれた後は、何度読み取っても、変更することはで
きません。 これにより、マルウェアと内部脅威の両方に対してデータが安全(つまり不変)にな
ります。 TS7770は、データの不変性を保証するためのDS8900F Safeguarded Copyを備えてお
らず、同機能との対話も行いませんが、LWORM機能は上書きを防ぎ、人的エラーによるデータ
損失のリスクを軽減します。
TS7700は、LWORM機能の一部として保持を組み込むことにより、LWORM機能を強化しました。
TS7700がLWORMボリュームを作成すると、DFSMS HDR1保持ポリシーが作成され、変更される
ことはありません。 これにより、テープが一定期間または「永久に」削除されるのを防ぎます。
TS7700 LWORMテクノロジーは、企業に2つの重要なメリットを提供します。 1つめは、それを
必要とするデータのコンプライアンスの保証を確保することです。 2つめは、コンプライアンス
が特に必要とされていない場合でも、通常のデータ・ストアに使用できる、十分に保護されたデー
タのコピーを作成することです。
TS7700は、仮想テープの保持モードと保持期間を変更できるLWORM保持保護機能も実装してい
ます。
LWORM保持保護機能は、コンプライアンスの目的で保持する必要のあるデータに関する業界規
制への準拠を支援します。 さらに、LWORM保持保護機能は、SEC 17a-4、CTCC、FINRAの規
制の対象となる環境を有効にします。これらの規制もWORMストレージを必要としま
す。LWORM保持保護機能は、アーカイブされ、APIを使用してプール(テープの論理コレクショ
ン)レベルで構成できる仮想テープに対して有効です。 TS7700保持保護期間は、仮想テープが
バックアップ・アプリケーションからのイジェクトまたはエクスポートによりアーカイブされ、
仮想テープがアーカイブ状態になったときに 開始されます。
参照データの長期保存をサポートし、世界中の規制機関の要件に対応するために、マイクロコー
ド機能により、TS7700ソリューションは、write-once-read-many(WORM)機能を仮想的にサポー
トできます。 もちろん、テープには移植性という利点があり、これによってデータとオンライ
ンのハッカーの間の物理的な「エア・ギャップ」が可能になり、サイバー攻撃に対する独自の効
果的な保護手段が提供されます。

ストレージ管理の簡素化
TS7700システムは、自動化されたツールと管理を簡素化するための使いやすいWebベースのユー
ザー・インターフェイスを使用して設計されています。 TS7700を使用すると、組織にとっての
価値や、必要な速さでアクセスできるかに応じてデータを保管することができます。これにより、
従来のディスク専用ソリューションと比較して、運用コストを大幅に節約でき、テープ処理全体
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のパフォーマンスを向上させることができます。16
TS7700システムには、事業継続性/災害復旧手順の複雑さを軽減するのに役立つ広範な自己管理
機能が組み込まれています。 構成可能なイベント・システムは、重要なストレージ・システム・
アラートをユーザーに通知します。これは、人的リソースの制約がある重要なリソースです。
TS7700は、図表による履歴のレポートとGoogleのような検索でシステムのパフォーマンスと統
計を確認することで、日常の操作を簡素化し、経験の浅い管理者でも短時間で復元を行えるよう
にします。
TS7700は、直感的なWebベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)によってサ
ポートされ、最近、応答性が向上したGUIが追加されました。これは、他のIBMストレージ・ソ
リューションで使用されているインターフェースに基づくもので、TS7700 の構成と監視を目的
に提供されます。このGUIを使用して、現在のシステム・ステータスやリソース使用統計などの
情報にアクセスできます。このインターフェースは、TS7700ソリューションの構成と管理をよ
り効率的にすると同時に、メインフレーム・チームの新しいストレージのトレーニングに必要な
時間を短縮するよう設計されています。 TS7700管理者は、IBMサービスの支援なしでGUIマイ
クロコードを更新することができます。

動的ディスク・プールのサポート
TS7700動的ディスク・プールは、ディスク・ドライブの障害後の再構築時間を最小限に抑える
ことにより、データの可用性を向上させます。 ドライブのプール全体に再作成ワークロードを
分散することで、プロセスによる影響を大幅に軽減します。 動的ディスク・プール機能は、デー
タ、パリティー情報、予備容量をドライブ全体に分散し、そのインテリジェント・アルゴリズム
は、セグメントの配置に使用されるドライブを定義し、データが完全に保護されるようにします。

19インチのフレームで必要なものだけを購入できる柔軟なストレージ
ITテクノロジーは前例のない速度で動いています。IT企業は、要件の現在または将来の変更に適
応するためのソリューションに取り組む一方で、柔軟性を求めています。 IBM TS7700は、事前
にパッケージ化されたラック・ソリューション、従量課金制、Capacity on Demandで、より小
さなフットプリントを提供することで、このニーズを解決する別々の3つの方法を特定しました。
IBMTS7700は、より小さな設置面積とより低いエントリー・コストのオプション、さまざまな
ニーズを持つさまざまな規模の企業向けに設計された、柔軟な導入を 19インチのラック・メイ
ンフレーム・パッケージを活用して提供します。 お客様は、TS7770をパッケージ済みのラック・
ソリューションとして購入するか、新しいTS7770システムを業界標準の19インチのラックに挿
入して使用できます。 TS7770は、中小企業向けに、IBM Zシリーズのメインフレーム(最新
のz15を含む)の基幹業務ワークロードに必要なパフォーマンス、容量、およびセキュリ
ティー(エンドツーエンドの暗号化サポート機能を含む)を提供し、物理的なエア・ギャップ保
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護(破損やマルウェアの懸念に対処するため)と魅力的なエントリー・ポイント(20 TBの容量は非
圧縮)の両方をサポートします。
今日、従量制のストレージ・リソース支払いモデルが推奨されています。ESGの調査によると、
現在、IT組織の4分の3以上(76%)がこの方法で少なくとも一部のオンプレミス・ストレージ容量
を調達しています。18IBMが提供するIBM ストレージ・ユーティリティーは、動的な従量制の利
用と、最先端の事業継続性と俊敏性を組み合わせることで、ビジネスのピークをに応じてプライ
ベート・サーバー上の1つ以上のリソースを動的にアクティブ化できるようにします。 長年にわ
たり柔軟なキャパシティーを提供するテクノロジーをリードしてきたIBMは、システム内で休止
状態になっているプロセッサー・キャパシティーとメモリー・リソースを一時的または永続的に
アクティブにして、容易にシステムを拡張できるようにしました。

IBM TS7770 19 インチ業界標準ラック・マウント構成

最新モデルのリリースにより、企業は、IBM TS7700ストレージ・ユーティリティー機能の導入
をビジネス戦略に導入して、ユーザーが実際に使用したストレージに対してのみ支払うようにす
ることができます。 TS7700は、拡大に合わせた従量課金モデルも提供するため、通常のリース
または購入よりもはるかに低い価格でTS7700のメリットを導入できます。
TS7700は、IBMストレージ・ユーティリティー・オファリングの柔軟性を、マネージド・サー
ビス・プロバイダー(MSP)とクラウド・サービス・プロバイダー(CSP)に提供し、動的な従量制の
利用を実現します。 TS7770は、エンドツーエンドのソリューションを提供し、現在の機能を強
化したり、すでに実装されているソリューションを補完したりするためのサービスやソフトウェ
アを販売する機会となります。 IBM TS7770は、DS8900FまたはIBM Zの販売に対する優れた
「アドオン」製品であるパートナーの提案に競争上の優位性をもたらし、チャネル・パートナー
の取引の規模と利益を増大させます。 ストレージ・ユーティリティをサポートするその柔軟性
と最新の19インチのカスタムのクライアント・ラックは、中規模のお客様向けの提案への入り口
です。 クラウドへのシームレスな統合は、マネージド・サービス・プロバイダーとクラウド・
サービス・プロバイダーにとって鍵となる重要性を有しています。これにより、TS7770
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はTransparent Cloud Tieringのオブジェクト・ストアとして機能し、TS7770から、IBM
Cloud、Amazon S3、またはIBM Cloud Object Storageのいずれであっても、クラウドへのサー
バーレスの直接データ転送を提供できるためです。
また、TS7700は、ユーザーが取得したディスク容量をWebベースの管理ツールで直接有効にで
きるCapacity on Demand(COD)も提供します。 CODは、ベース・フレームでわずか20 TBから最
大780 TBまで、1つの拡張フレームで2.36 PB、2つの拡張フレームで3.94 PBまで同時に有効に
できます。 容量のライセンスに基づくCache-on-Demand機能も、同様に利用できます。
TS7700ファミリーは、ドロワー・ペアあたり157 TBの使用可能容量を持つ、より大きな10 TB
7.2K SASドライブを使用して、新しいTS7770キャッシュ・サブシステム上で容量を20 TBと100
TBの増分で同時に増やすことができます。 TS7770は、1つの拡張フレームで最大2.36 PB、2つ
の拡張フレームで最大3.94 PBを提供します。

TS7700 Capacity on Demand

このデジタル化の時代では、お客様とBPがオンラインで重要情報にアクセスできるようにする
ことが肝要です。 このため、TS7700は、お客様が、Entitled Systems Support(ESS)プラット
フォームを介しての製品注文後に、アクティブ化のフィーチャー・コードをデジタルで取得でき
るメカニズムを提供します。17

技術革新
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IBM TS7700は、IBMZメインフレーム環境の災害復旧のリーダーです。その仮想化エンジン
は、z/OSの動作方法と代表的なテープ・ワークロードの動作方法に特に関連する独自の機能を提
供します。IBM TS7770は、TS7700ファミリーの最新の製品で、IBM Zサーバーの背後のアーカ
イブ操作、データ保持操作、バックアップ操作に関連する費用を削減しつつ、アクティブなデー
タのパフォーマンスを向上させるよう設計されています。独自のテープ・ライブラリー・コマン
ド・セットへの統合とフルアクセスに必要な追加のソフトウェアがないため、TS7770は実動デー
タに8倍の冗長性と、DFSMSの観点から見て完全なz/OSコンプライアンスを提供します。最先端
のPOWER9プロセッサーで構築されており、長年の先駆的な研究とIBM StorageチームとIBM Z
チームとの間の深いコラボレーションの恩恵を受けて、メインフレームの導入に独自のビジネス
価値を提供します。POWER9プロセッサーは、先行するプロセッサーの1.5倍の速度を実現
し、TS7700サーバー(VED)上で6つの775 GB SSDまたは6つの600 GB HDDを備えたオールフラッ
シュ・プロセッサーをサポートします。. モデルVEDは、処理時間の短縮を達成し、かつ、業界
標準のオンボード暗号化を以前のPOWER8ベースのシステムに統合します。イノベーションは競
争上の優位性を促進します。新しいTS7770は、IBMTS7700ファミリー内でイノベーションが健
在であることを示しています。

1

IBM Institute for Business Value: クラウド・オーケストラの組み立て(2018年10月)

2、4

IBM Institute for Business Value、次世代ビジネスを強化する次世代ハイブリッドクラウド(2019年8月)

3

IBM ハイブリッドクラウド調査データ

5

IBM: 2018年度年次報告書

6

2020年の内部データに基づくIBM Storage分析

7、12、13、18

ESG、Alex Arcilla氏、技術的検証: IBM Z 複製ソリューションのパフォーマンスとセキュリティーの最大化、(2020年9

月)
8

グリッド構成を形成するために最大5つのTS7700クラスターを一緒にリンク可能。 6、7、および8のグリッド構成は、iRPQ を

介して利用可能。
9

データ・モビリティ・ソリューション・ファクトイド

10

大規模データ・セット移行時のEC12におけるIBMの社内データ測定に基づく結果

11

ESG、Vinny Choinski氏、技術的検証: IBM z/TPFワークロードのパフォーマンスとレジリエンスを向上させるIBM

TS7700(2020年11月)

14

Share’d Intelligence、GDPRとメインフレーム: お伝えしたいこと(2018年3月)

15

ESG、Jack Poller氏、IBMZでのエンドツーエンドのサイバー・レジリエンスの強化ホワイト・ペーパー,(2020年8月)

Tape - Mainframe Virtualization
Data Sheet
16

IBM システム・ソリューション概要: 事業継続性のためのIBM TS7700グリッド・ソリューション(2020年1月)

17

IBMEntitled Systems Support(ESS)ポータル

IBM TS7770の概要
オファリング

TS7700ベース・
フレーム(ラッ
ク型ソリュー
ション、単一
クラスター構
成)

TS7700拡張フ
レーム(クラス
ター構成ごと
に1つまたは2
つのラック型
ソリューショ
ン)

TS7770ラック・
マウント型お
客様提供ラッ
ク単一クラス
ター構成

TS7770ラッ
ク型ソリュー
ション8クラ
スター・グリッ
ド最大構成

使用可能なディスク・ 最大780 TB
キャッシュ*

最大3.94 PB

最大780 TB

最大31.52 PB

テープ取り付けサポー 最大100 PB
ト†

最大100 PB

最大100 PB

最大100 PB

クラウド取り付けサ
ポート†

最大100 PB

最大100 PB

最大100 PB

最大100 PB

仮想ボリューム‡

最大4,000,000 最大4,000,000

最大4,000,000 最
大4,000,000

仮想ドライブ

256 - 496

256 - 496

256 - 496

2,048 3,968

TS1100(3592)テー
プ・ドライブ§

4 - 16

-

4 - 16

4 - 128

接続
イーサネット1-10
Gbps
クラスターからクラ
スターへ

最大8

-

最大8

最大64

16 Gbps FICONチャ
ネル

最大8

-

最大8

最大64

最大論理パス

最大4,096

-

最大4,096

最大32,768

保証

1 年間のオンサイト修理

サポートされる環
境**

IBM z/OS, IBM z/VM, IBM z/VSE, IBM z/TPF
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物理的仕様

オファリング

TS7700ベース・フレー
ム
(ラック型ソリューショ
ン、単一クラスター
構成)

TS7700 拡張フレーム
(クラスター構成ご
とに1つまたは2つの
ラック型ソリューショ
ン)

TS7770 ラック・マウント型
お客様提供ラック
単一クラスター構成(最小構成 /
最大構成)

幅

616 mm
(24.25インチ)

616 mm
(24.25インチ)

各コンポーネントあたり483 mm(19.0
インチ)

奥行き

1,425 mm
(56.1インチ)

1,425 mm
(56.1インチ)

前面から背面までのケーブル管理アー
ムとアーム内のケーブルが最長の奥行
を持つコンポーネント3747-VED(p9
pSeries)98.8 cm(38.9インチ)

高さ

1,930.4 mm
(76.0インチ)

1,930.4 mm
(76.0インチ)

2ディスク・モジュール構成。高
さ18U
最小構成
4ディスク・モジュール構成。高
さ22U
6ディスク・モジュール構成。高
さ26U
8ディスク・モジュール構成。高
さ30U
10ディスク・モジュール構成。高
さ34U最大構成

重量

M最大735.3 Kg
(1,621ポンド)

M最大929.3 Kg
(2,049ポンド)

2ディスク・キャッシュ・ドロワー構
成のコンポーネントの最小重量243
kg(536.4ポンド)
10ディスク・キャッシュ・ドロワー構
成のコンポーネントの最大重量456
kg(1,006ポンド)

消費電力

最大3480ワット

最大4400ワット

電源フェーズ・オプ
ション

単一フェーズ(240 V AC)
または、3フェーズ(400 V AC)

電源周波数

50 Hz - 60 Hz(+/- 3 Hz)

乾球温度(範囲ごと
の推奨動作)

20°C ~25°C(68°F ~77°F)

相対湿度(範囲ごと
の推奨動作)

40% ~ 55%

最大 3480 ワット
単一フェーズのみ(240 V AC)

*アレイのキャッシュ容量すべてを使用できるわけではありません。 キャッシュ容量はモデルTS7720、TS7740、TS7760、TS7770の組み
合わせなど、グリッド構成によって異なります。
†テープかクラウド接続のいずれかに対して最大のサポートが提供される
‡1,000,000のデフォルト仮想ボリューム
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§テープ・サポートはオプション
**ソフトウェアレベルの最小要件と特定の機能のサポートについては、IBM Knowledge Centerを参照してください。

IBMをお勧めする理由

詳細情報

TS7700仮想テープ・ソリューションは、ス
トレージ・コストを削減し、全体的なシステ
ム・パフォーマンスを向上させる、マルチク
ラウド・アーキテクチャー実装します。 ま
たTS7700はIBM Z環境で優れた能力を発揮し
ます。 この成功は60年以上におよぶテクノ
ロジーへの取り組みと、技術革新、継続的な
改善、ビジネス・パートナーやお客様との密
接なコミュニケーションに基づく、製品戦略
の採用と遂行のたまものです。 IBM TS7700
はこれらの利点を活用して、メインフレーム
を導入している企業にIBM テープ・ソリュー
ションという選択肢をご提供できる理由をさ
らに増やしていきます。

IBM TS7770の詳細については、日本IBM営
業担当員かIBM ビジネス・パートナーにお問
い合わせいただくか、以下のWebサイトをご
覧ください:ibm.com/products/ts7700
また、IBMグローバル・ファイナンシングで
は、お客様のビジネス成長に必要なテクノロ
ジーをご利用いただけるよう、お支払いオプ
ションを各種ご用意しています。 購入から
廃棄まで、IT製品とサービスの完全なライフ
サイクル管理を提供します。 詳しくは、以
下のWebサイトをご覧ください:
https://www.ibm.com/financing

Tape - Mainframe Virtualization
Data Sheet
referenced in this document is available at
© Copyright IBM Corporation 2021.
IBM, the IBM logo, and ibm.com are trademarks of

https://www.ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml#se
ction_4.

International Business Machines Corp., registered in
many jurisdictions worldwide. Other product and
service names might be trademarks of IBM or other
companies. A current list of IBM trademarks is
available on the Web at

All statements regarding IBM's future direction and

https://www.ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml,

intent are subject to change or withdrawal without

and select third party trademarks that might be

notice, and represent goals and objectives only.

