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IBM Storwize V7000 でバンキング・アプリケー

ションを有効にする

リアルタイムで、極めて拡張性が高い FIS Profile のバンキングシステム向けに、
非常に優れたストレージ・パフォーマンスを提供

ハイライト
バンキング・アプリケーションに極めて優れ
たパフォーマンスを提供

●● ● ●

ハードディスク・ドライブ (HDD) とソリッド・
ステート・ドライブ (SSD) の結合により、
階層化ストレージで使用率の向上を実現

●● ● ●

自動調整ストレージで高いパフォーマンスを
達成

●● ● ●

ストレージ・インフラストラクチャーの最適化
と簡素化

●● ● ●

銀行業界では、この 5 年間に、新たな規制、集約化、買収、ビジネスの新しい
やり方など、多くの変化が起きています。こうした変化し続ける環境の中で、
銀行にとって欠かせないのは投資の照準をビジネス結果を促進するテクノロ
ジーに合わせることです。しかしながら、ほとんどの企業同様、銀行も既存の
IT システムの制約を受け、同時に、IT コストと運用コストの削減という大き
なプレッシャーにも直面しています。

IBM は、銀行が新たな機会を活用しながら、絶えることのない課題に対応す
るために取ることができる 3 つの重要なアクションを特定しました。
●● ●

●● ●

●● ●

ビジネスの簡素化 – 効率を改善させるために、コア・バンキングおよび
データシステムを刷新する
顧客への集中 – 信頼を築き、成長を促進するために、データを最適化し、
分析を活用する
リスク管理とイノベーションのバランス – 競争力を維持するために必要な
イノベーションを犠牲にすることなく、運用リスクの緩和に取り組む

当書では、IBM Smarter Storage をバンキングの課題と機会の両方に適用
することによって、銀行のテクノロジー・インフラストラクチャー内でこれらの
点に対処するひとつの機会を検証します。特に、IBM Storwize® V7000 スト
レージ・システムを Fidelity Information Services (FIS) Profile アプリケー
ションと組み合わせることによる、効率の向上、ビジネス結果の改善、リスク
の軽減に注目しています。

IBM Smarter Storage でビジネスを改善する

昨今の銀行では、未だかつてないほど高いデータ増加率に対処しなければ
ならないため、データの保存やアクセス方法を銀行自身がコントロールするこ
とが必須になっています。そうでなければ、データ・ストレージが途方もない
量の IT リソースを使用してしまい、ビジネスクリティカルな活動に向けられ
る余力がほとんど残らないでしょう。IBM Smarter Storage は、銀行などの
業界がそれを制御できるようにする、ストレージに対する新しいアプローチ
です。これにより、銀行はデータからビジネス上の知見を得て、それをビジネ
スの改善につなげることにリソースを集中させることができます。

効率性を強化する設計
Storwize V7000 を使用すると、銀行は、ストレージ・インフラストラクチャー
をすばやく最適化し、簡素化することによって、さらなる複雑化とデータの
爆発的増加というサイクルを断ち切ることができます。Storwize V7000 は、
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IBM Smarter Storage の主要な指針のひとつである「効率性を強
化する設計」を踏襲しており、さまざまな IBM ストレージ効率化テ

Profile をコア・バンキング・システムとして使用している銀行では、
インフラストラクチャー・コストの大幅な削減と同時に、運用効率
の向上により業界最高レベルの総所有コストを実現しています。

クノロジーを統合して、リソース使用率を高め、エネルギー・コスト
を削減しています。
●● ●

●● ●

●● ●

●● ●

ベンチマーク・テスト:FIS 環境での Storwize
V7000 のパフォーマンス

IBM FlashCopy® は、重要なビジネス・ニーズのためにインス
タント・コピー機能を統合します。
ストレージ仮想化は、ストレージの使用率と管理を最適化するた
めに、組み込みの機能を提供します。
リアルタイム圧縮機能により、同じ物理ディスク・スペースに最大
5 倍のアクティブ・プライマリ・データを格納できます。
シン・プロビジョニングにより、データ・ボリュームの容量要件を
再定義して、物理ストレージの容量の制約を打開することができ
ます。

FIS と IBM の強力なコラボレーションにより、顧客の施設での
FIS ソリューションの展開を確実に成功させるためのベスト・プラ
クティスの継続的な開発が可能になりました。IBM のお客様は、
新しいテクノロジーの研究を共有することで大きな利益を得ること
ができます。
こうした共有アプローチを実証するために、IBM と FIS は、
環境トポロジーの図に示されているように、IBM AIX® および
IBM POWER7® システム上で Storwize V7000 と FIS Profile
のベンチマーク・テストを実施し、パフォーマンスと拡張性を評価
しました。Easy Tier 機能を有効にしたこの環境でのテストでは、
総合パフォーマンスで最も優れた結果を達成しました。SSD と
Easy Tier の組み合わせでは、Easy Tier による最適化を行ってい
ない SSD や HDD に比べて、最高のドライブ使用率、応答時間、
プロセッサー (ユーザー、システム、待ち) 時間が得られました。

Storwize V7000 システムは、これらの IBM Smarter Storage の
効率性を強化する設計のトップ・テクノロジーを、モジュールの組み
合わせ型設計に統合し、ストレージ容量と機能を、必要に応じて、
稼働を中断することなしに、従来のディスク・システムよりも低コス
トで、簡単に追加できるようにしています。

自己最適化:Easy Tier で差をつける

Storwize V7000 システムに組み込まれている IBM System
Storage® Easy Tier® は、使用パターンに基づいてストレージ・リ
ソースの最適な使用を促進する機能です。Easy Tier は、HDD も
含むストレージ・プール内の SSD の存在に対応します。この自己最
適化機能により、システムは頻繁にアクセスされるデータを HDD
管理ディスク (MDisk) から SSD MDisk に、自動的に、かつ稼働

最後のベンチマーク分析では、ワークロード用に SSD をプロビ
ジョンする際の正確さと簡潔さなど、パフォーマンス面のメリットを
確認するために、ユーザーが Storwize V7000 を手作業で調整す
る必要はありませんでした。

IBM をお勧めする理由

を中断することなく移動し、データをより高速のストレージ層に配
置することができます。

銀行業界は今、IT とストレージの管理に関して、特にデータのセ
キュリティーを維持しながら、データを効率的および効果的に取
得、分析、共有しなければならない点において、特有の課題に直面
しています。IBM は、効率性強化設計、自己最適化が可能で、クラ
ウドを俊敏に利用できる IBM Smarter Storage ソリューションで
お客様をご支援できます。これらのソリューションにより、必要な
ときに必要な場所で常に情報を利用でき、顧客情報を効率よく格
納、保護し、データの増加にシームレスに対応できる拡張性を得る
ことができます。

Easy Tier は、ボリューム上の頻繁に使用されているデータをより
高速のストレージに割り当てる際の手作業を不要にします。この動
的な階層化環境では、データの移動は、そのデータがどのストレー
ジ階層に置かれているかに関わりなく、ホスト・アプリケーション
にシームレスに行われます。

FIS Profile:バンキング・サービス向けの最適な
選択肢

Storwize V7000 は、Fidelity Information Services の極めて
拡張性の高いリアルタイム・コア・バンキング・システムである FIS
Profile とシームレスに稼働します。FIS Profile は、顧客、製品、ア
カウントおよびトランザクション要件に対応する完全に統合された
ソリューションです。広範な製品拡張性と高い可用性を備えた FIS
Profile は、スタートアップ企業から世界的な大銀行まで、数百の
機関をサポートしており、24 時間 365 日のサービスを約束してい
る企業にとって最適な選択肢になっています。

FIS Profile のリアルタイム処理アーキテクチャーにより、記録シ
ステムの即時更新と、販売時点での全トランザクションの完了が
可能になり、ワークフローが最適化され、再処理と調整が実質的
に不要になります。ストレート・スルー・プロセッシングにより、運
用効率、情報の正確性、顧客サービス・レベルが向上します。FIS
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バンキング・サービス向けの IBM と Fidelity Information Services のソリューション
IBM Power 780 サーバー

IBM System Storage DS8700

SAN

IBM POWER7 ブレード・サーバー

IBM Storwize V7000

1 Gbps Cisco

KVM システム

マシン・ルーム

KVM コンソール

FIS ルーター / ファイアウォール

VPN
IBM IIC のより安全
なルーター・ファイアウォール

FIS オンサイト・
クライアント

FIS リモート・クライアント

Fidelity Information Services と IBM のベンチマークの構成
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