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エンタープライズ向けの
マネージド・クラウド・
サービス
重要基幹ワークロード向けに設計された
マネージド・クラウド・サービス

ハイライト
 6 大陸 11 カ国に設置された 15 カ所のデー
タセンターで利用できる完全マネージドのエ
ンタープライズ向けクラウドにより、俊敏性、
スピード、信頼性が向上
 堅固な OS ビルド、データ分離、セキュリ
ティー・パッチ、インシデント対応などの統
合セキュリティー・サービスを備えた共有ク
ラウド内で基幹業務アプリケーションを実行
 長年の実績に裏打ちされた標準化プロセスを
採用する移行サービスでクラウドへの移行を
サポートし、より迅速に投資利益を実現
 仮想マシンのプロビジョニングや、コマース、
分析、SAP、SAP HANA、Oracle アプリケーショ
ンを含む主要ワークロードのサポートにとど
まらない自動化の活用で導入を迅速化し、価
値実現を加速
 SoftLayer® への接続を含むパブリックとプ
ライベート・ネットワークのオプションや、
リソースのプロビジョニングと管理に対応す
る API (アプリケーション・プログラミング・
インターフェース) を備えたハイブリッド・
クラウドの構築を支援

最近の調査によると、企業はクラウドを使用して自社の IT 環境の
効率をアップする以外にもさまざまに活用していることが明らか
になっています。今日の企業は、ビジネス変革の実現要因としてク
ラウドを検討しています。1 しかし、現在重要と考えているワーク
ロードの多くは、クラウド・テクノロジーが登場するよりずっと以
前に導入されたものです。このようなレガシー・ワークロードをク
ラウドへと移行することで、従来のホスティング環境では得がたい
俊敏性とコストメリットを獲得できます。エンタープライズ・ハー
ドウェア、マネージド・インフラストラクチャー、セキュリティー・
サービスを組み合わせることで、専有型やカスタム・クラウド・ソ
リューションを構築する必要性を緩和し、共有クラウド・アーキテ
クチャーにより効率性を向上することができます。
IBM® Cloud Managed Services™ は、ビジネスの成長をサポートす
る統合管理サービスを備えた Infrastructure as a Service (IaaS) を提
供します。IBM の高性能でセキュリティーも充実したクラウド環
境は、エンタープライズ・クラスの IBM ハードウェアとソフト
ウェアで構築されており、追加コストの必要性を低減します。また
仮想マシンへのリソース・プロビジョニングの時間も数カ月から数
日へと短縮でき、アプリケーション導入のリード・タイムも短縮可
能です。IBM のエンタープライズ・アーキテクチャーに関する専
門知識に、マネージド・サービスにおける幅広い経験を組み合わせ
ることで、SAP、SAP HANA、Oracle からベスト・オブ・ブリード
のコマースやアナリティクス、Web ホスティングや開発・テスト・
実働まで、最重要アプリケーションやワークロードを実行する、よ
り信頼性の高いクラウド・コンピューティングの基盤を提供します。
IBM Cloud Managed Services は世界中のデータセンターで導入さ
れており、企業の世界展開を可能にすると同時に、新たな市場への
参入、合弁買収の促進、企業変革の推進をサポートします。
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IBM Cloud Managed Services を活用することで、企業はミッ
ション・クリティカルなアプリケーションをクラウドへと移
行でき、莫大な先行投資、長期にわたる導入期間、日常的な
IT 管理プロセスの再設計の必要はありません。Cloud
Managed Services は、オペレーティング・システムに至るま
で完全マネージドの仮想マシンを提供するため、企業は基盤
となるインフラストラクチャーを IBM に任せて、自社アプ
リケーションに集中できます。

クラウドにきめ細かな調整を施し差別化を促進

俊敏性と信頼性の向上
IBM Cloud Managed Services は、エンタープライズ・クラス
のサーバー、ストレージ、ネットワーク・テクノロジーで構
築されており、System p および System x サーバーを使用し、
ベース、ハイパフォーマンス、フラッシュを含む 3 階層か
らなるストレージ・オプションを備えています。また Cloud
Managed Services なら、かつては高価で柔軟性に乏しかった
従来型の IT アプローチが必要だった環境で実行していた
アプリケーションを、俊敏でコスト効果の高いクラウド環境
で実行できます。冗長性の高いハードウェアとネットワー
ク・コンポーネントを備えた、レジリエントなアーキテク
チャーも提供可能です。IBM のサービス・レベル・アグリー
メント (SLA) は、仮想マシンの可用性範囲をオペレーティ
ング・システムまで拡げており、実働および非実働環境で異
なる SLA で特定のビジネス要件と連携するように設計され
ています。また、代替サイトとして災害復旧サービスを提供
しており、目標復旧時点 (RPO) や目標復旧時間 (RTO) で
企業の最も重要なワークロードを保護します。さらに、
SoftLayer と相互接続されたネットワークで、IBM Cloud
Managed Services と SoftLayer データセンター間での冗長
な共有-プライベート接続を提供することで、企業のハイブ
リッド・クラウドにおけるイニシアチブをサポートできます。

IBM Cloud Managed Services は、ポイント・オブ・デリバリー
(POD) の設計パターンに基づいており、コンピュート、ス
トレージ、ネットワーク・キャパシティーの自己完結型ユ
ニットは、ソフトウェア・パーティショニングを使用して複
数のクライアント間での共有や、単一クライアントでの専有
が可能です。その結果、IT およびサービスの両観点からク
ラウドを調整できる、より柔軟な標準オプションを提供でき
ます。オペレーティング・システム・イメージ、サーバー構
成、SLA のカタログから選択することで、実質的にあらゆ
るコンピュート要件を満たすことができます。プラット
フォームは高度に構成が可能で、適切なサイズのサーバー環
境を第一日目から実現し、必要に応じてスケールできます。
仮想マシンは、仮想 CPU を 1 から 最大 64 まで搭載でき
ます。ストレージは、1 ギガバイト単位で最大 96 テラバイ
トまで追加でき、ベース、ハイパフォーマンス、フラッシュ・
ストレージとして利用可能です。広範な標準機能だけではな
く、特定のワークロード要件に合わせたクラウド構成を可能
にするオプション機能も用意されています。オプション機能
には、マネージド・ファイアウォール、ロード・バランシン
グ・サービス、ディスク・クラスタリング・サポート、災害
復旧サービスが含まれます。IBM は、医療保険の相互運用
性と説明責任に関する法律 (HIPAA) やクレジットカード
業界のセキュリティー基準 (PCI DSS) 要件で規制される
ワークロードをサポートするサービス・パックも提供します。

「IBM Cloud インフラストラク
チャーは、将来的に必要となる柔軟性
を提供してくれます。IBM との緊密な
協力により、我々の成長目標をサポー
トするソリューションが実現すると
同時に、はるかに多くのコンピュー
ティング・リソースを少ないコストで
獲得できます」
—Mike Donnelly、IT 部門責任者、Edwards
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また IBM Cloud Managed Services では、専用サイトの設置
オプションとして自社内、IBM 内 または IBM ビジネス・
パートナーのデータセンター内に設置するオプションを提
供しています。これは、国内にデータ規制があるお客様や、
プライベート・クラウド導入モデルにおける完全マネージド
の共有クラウドからコスト上のメリットや自動化によるメ
リットを求める金融サービス業界のお客様にとって有用で
す。

「IBM はスケジュール上の厳しい制
約をクリアし、移行をわずか 8 時間
で完了しました。このプロジェクトで
の活躍は期待をはるかに上回り、その
実行速度にも作業の質にも深く感銘
を受けました」

完全マネージドのクラウド・インフラストラク
チャーによる迅速な価値実現の促進
IBM Cloud Managed Services は、IT Infrastructure Library
(ITIL) に準拠した完全マネージドのソリューションで、重要
なワークロードの実働環境のサポートに必要なサービスを
提供します。堅固なオペレーティング・システムと管理ツー
ルを備えた新しい仮想イメージを、わずか数日で展開できま
す。2 サーバー・リソースのプロビジョニングに加え、IBM
Cloud Managed Services は、自動プロセスを使用してセキュ
リティー、パフォーマンス、信頼性における基準への準拠を
より効率的に管理できるようにし、品質が保証された実働対
応の環境をより迅速に実現します。サービスの活動化と非活
動化、インフラストラクチャーの監視とレポート、セキュリ
ティーとパッチ管理といったエンタープライズ向けの機能
を備えた IBM のマネージド・クラウド・ソリューションは、
企業がインフラストラクチャーの管理を IBM に任せて、継
続的なイノベーションに集中できるように設計されていま
す。

—Jerry McClean、IT ディレクター – エンタープライズ・リソース・
プランニング、Freescale

IBM をお勧めする理由
IBM は、マネージド・サービスおよびホステッド・サービ
スでの数十年に及ぶ経験を持ち、クラウドの標準化、最適化、
統合化におけるソート・リーダーとして高い評価を受けてい
ます。その広範なデリバリー能力により、ITIL のベスト・
プラクティスに基づくエンタープライズ・グレードのオファ
リングが設計でき、IBM のエンタープライズ・アーキテク
チャーにおける専門知識と実績ある IBM ソフトウェアと
ハードウェアを組み合わせることで、より信頼性の高い、ス
ケーラブルなクラウド・コンピューティング基盤を提供し、
競合優位を獲得します。

標準化されたプロセスによるクラウド移行の
簡素化
IBM の専門家が策定する、実績ある方法論を使用した堅固
な移行戦略により、クラウド変革が加速します。標準化され
た自動プロセスを適用することで、移行期間を数日から数
時間へと短縮し、運用停止期間もその分短縮できます。3
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詳細情報
IBM Cloud Managed Services の詳細については、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.biz/IBM-CMS-J
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さらに、IBM グローバル・ファイナンシングは、企業が必
要とする IT ソリューションを最もコスト効果に優れた、戦
略的な方法で獲得できるよう支援します。IBM の信用審査
の承認を受けたお客様については、お客様の事業目標に合わ
せて IT ファイナンシング・ソリューションをカスタマイズ
して、効果的なキャッシュ管理と総所有コストの改善を実現
できます。IBM グローバル・ファイナンシングは、重要な IT
投資の資金を調達し、ビジネスを推進させる賢明な選択肢の
1 つです。詳細については、次の Web サイトをご覧くださ
い。
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