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デジタル資産の共有、保持、および保護は、現在の IT が直面する最も
重大な課題の 1 つであることが判明しています。構造化されていない
データ、つまり従来のデータベース システム内に保管されていないデ
ータはすべてを高解像度化することや、構造化されていないデータに
依存する、データを大量に消費する新しいアプリケーションにより、
劇的に増加しています。
調査会社の IDC は、多くの組織が構造化されていないデータが年間
最大で 80 パーセント増加すると予測しています。1 このままでは、近い
将来、多くの IT グループはペタバイト単位のストレージに急速に近づく
ことになります。従来のストレージ システムは、需要がペタバイトを超え
るほどに大量のデータをコスト効率よく管理するためには作られておら
ず、パブリック クラウド ストレージ サービスはすぐに非常に高額になり
ます。
オブジェクト ベースのストレージ システムはペタバイト スケール上の
ストレージ向けに作られています。これらのシステムは構造化されてい
ないデータに理想的で、Web スケールのストレージ・サービス・プロバ
イダーはバックエンド・インフラストラクチャのニーズをサポートするた
めにこれらのシステムを使用します。
IBM® Cloud Object Storage (COS) は Web スケール用の最先端ソフ
トウェア プラットフォームです。2 企業のソフトウェア・ベースのオブジェ
クト・ストレージはエクサバイト規模の展開用に開発されてきており、
稼働中の非構造化ストレージの容量が 100PB を超える複数の顧客に
よって既に使用されています。
ただし、IBM COS が他のオブジェクト・ベースのストレージ実装と異な
るのは、現在使用されている需要の厳しいほとんどのペタバイト規模の
アプリケーション向けの、堅牢なソリューションの提供に焦点を当てて
いるという点です。IBM はテクノロジー・ベンダー、認証済みコンテン
ツ・リポジトリ、パブリック・クラウド・サービス、企業コラボレーション、
バックアップ、およびアクティブなアーカイブソリューションを組み合わ
せ、企業の統合ラボで作成・テストされた実装を作成します。このアプ
ローチにより、IBM はお客様に、これらのクリティカルなアプリケーショ
ンの一貫したサポートと展開の成功を提供することができます。
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パート 1
継続的な増加
非構造化データ (従来のデータベース・システムに保存されて
いないデータ) の増加は、劇的に加速化しています。より多く
の個人や機械がより多くのデータを生成しているというだけ
ではありません。現在の非構造化データは本質的にかつてな
いほど大きく、より複雑で、高密度となっており、保存や管理
のためにより多くの容量とより多くの管理リソースを必要とし
ています。
最近まで、非構造化データは主にプレゼンテーション・ファイ
ルや電子メールなどの、テキスト・ベースのドキュメントで構成
されており、それらのサイズはキロバイト単位で測定されてい
ました。ビジネスにおいてデジタル音声、画像、およびビデオ
の使用がより一般的になるにつれ、ファイル・サイズはメガバイ
トからギガバイトに増加しました。高解像度ビデオやアプリケ
ーション (ゲノム配列や地震データ解析など) を最大限活用す
ることで、膨大な量のデータが生成され、テラバイト単位で測
定されたファイル・サイズを目にすることも珍しくありません。
こ
の傾向は非構造化データの成長を悪化させています。
この継続的な成長減少は、あらゆる形状や規模の IT 組織の
課題となっています。潤沢な資金を受けた IT グループであっ
ても、急激な成長率はほとんど管理不可能であることに気付
いています。

80 パーセントの成長は一般的
調査会社 IDC の最近の分析で、非構造化データは一般的組
織のすべてのデータの 80 パーセントを構成するようになった
ことがわかりました。3 60 ～ 80 パーセントの成長率は一般的
です。一部のデータ集約型組織では、年間成長率が 100 パー
セントを超えることもあります。このレートは増加しています
(IDC、2016 年 1 月)。4

この急速な成長率は、多くの組織が Web スケール (これまでは
Amazon や Facebook、Google などのクラウド・サービス・プロバイ
ダーのみが経験していた規模と複雑性の規模) でストレージ・イン
フラストラクチャを運用する見込みの直面していることを意味して
います。組織のデータ・ストレージはペタバイト以上のしきい値が
必要なため、ストレージ・インフラストラクチャとデータ管理に対す
る完全に新しいアプローチが必要です。

Web スケールでの IT の運用
Web スケールでの運用とは、IT 予算やリソースを比例的に増加
させることなく容量や機能を拡大する方法を探すということです。た
だし、Web スケールのアーカイブは夜間に行われません。インフラス
トラクチャ・コストの削減にもかかわらず、コモディティ・ハードウェア
の使用が増加することにより、組織は膨大な予算とリソースの課題
に直面しています。
この頻度により、オンラインに保持するデータの
種類や機関、成長するストレージ環境を管理するために採用するス
タッフの数、およびデータの可用性にも悪影響を及ぼします。
祷湯用なデジタル資産の担当者として、IT 組織はデータが常に
利用可能であり、潜在的な損失やセキュリティ侵害からデータを
保護する責任を負ってきました。サイバー犯罪がまん延し、ダウン
タイムのコストが大打撃を受けるような世界では、これは困難な
仕事となる可能性があります。ストレージのオバープロビジョニン
グとデータのレプリケーションはデータの可用性、耐久性、および
セキュリティの課題を解決するための共通のアプローチです。とこ
ろが、Web スケールでは、これらの技術は既存の問題悪化させ、
すぐに対応不可能となる可能性があります。
非構造化データの成長も、ビジネス・アプリケーションに対する組
織のニーズに素早く対応する能力に素早く対応する能力に連鎖反
応を与えます。現在のペースが速く競争率の高いビジネスの世界
において、アプリケーション開発のアジリティと柔軟性は翔さん
されますが、リソースがデータ成長の管理に費やされてしまう
ため、IT チームは新しく革新的なソリューションを迅速に展開し、
ビジネスを改善することができなくなっています。

図 1: 非構造化データの増加を示すデータ5
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パート 2
Web スケールのストレージ・アーキテクチャ

従来の SAN および NAS
従来の SAN および NAS ストレージ・システムは、非構造化
データの成長の課題のレベルに到達しようとしています。これ
らのソリューションは多数のビルトインおよびボルトオン管理
機能を提供できます。ただし、Web スケールの容量が必要とな
る前に開発されたストレージ・アーキテクチャがネックとなるこ
とが多く発生します。

非構造化データの自由な成長のニーズを満たすための新しい
Web スケール・ストレージ・アーキテクチャの条件は、まるでス
トレージ管理者の究極のウィッシュ・リストのようです。ストレー
ジが複数のアプリケーションを同時にサポートするためには柔
軟性である必要があります。制約されないデータの成長に対す
る需要を満たすためには優れたコスト効率が必要となり、偶発
的な破損や悪意のある破損やオールウェイズ・オンからデータ
を保護し、アプリケーションのダウンタイムの可能性を排除す
るためには安全である必要があります。また、できる限り、スト
レージ・インフラストラクチャをアップグレードする高額な「完全
に置き換え」の必要性を回避するため、既存のストレージ・コン
ポーネントと併用できる必要があります。

オープン・ソース・ソフトウェア
非構造化データの成長という課題を解決するために必要な機
能を提供することを約束する、複数のオープン・ソースの、ソフ
トウェア定義ストレージ・プロジェクトがあります。これらのプロ
ジェクトはソリューションを効果的に無料化するライセンスによ
る恩恵を受けます。ただし、理論上ではオープン・ソース・ソリ
ューションが説得力を持つように、これらは必然的に成熟度に
欠けており、IT が管理容易性を実現するために必要とするツ
ールが不足していることがよくあります。これらのシステムを機
能させるため、IT グループはソリューションを特定の環境に
適合させるようリソースを専念させる必要があります。これに
より、組織のニーズにたいするITの応答性を高めるという全体
的な目標から逸れてしまう可能性があります。

パブリック・クラウド・ストレージ
パブリック・クラウド製品を使用することで、IT チームはストレ
ージ・リソースを迅速に適用し、非構造データの成長に対する
需要を解決できます。これらのサービスはオフプレミス・インフ
ラストラクチャの簡素性により、構造化データの保存に対する
柔軟性と容易性を提供します。これは説得力のある価値提案
です。ただし、ストレージ容量がペタバイトのしきい値に近づく
につれ、これらのサービスのコストは高額になり始めています。
さらに、多くのサービスでは、IT 組織がパブリック・クラウド・
ストレージを代替策として考えた場合に IT 組織が考慮する、
エンタープライズ・レベルのセキュリティが不足しており、デー
タがどこにあるかを管理できません。

オブジェクト・ストレージ
非構造化データの成長という課題を解決するために必要な機
能の提供を主張する既存ベンダーや新興ベンダーには、多くの
新しいストレージ・ソリューションがあります。これらのストレー
ジ・システムは主にオブジェクト・ベースです。IT 組織に、彼ら
が必要とする柔軟性を与えるさまざまなデータ管理機能やイン
ターフェースを提供します。オブジェクト・ストレージ・アーキテ
クチャは Web スケールのインフラストラクチャを念頭に開発さ
れました。柔軟性、コスト効率性、セキュリティ、可用性を提供
するよう設計され、非構造化データのホストに最適です。

オブジェクト API (S3、Swift、シンプル・オブジェクト) – ネイティブ HDFS – ファイル・プロトコル (NFS/CIFS)

図 2: ストレージ・アーキテクチャの地理的サンプル
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パート 3
IBM COS

オブジェクト・ストレージへのソリューション・ベー
スのストレージ

IBM はオブジェクト・ストレージ・システムの市場リーダー
です。6 会社のソフトウェア・ベースのストレージ・プラットフォー
ムは世界最大のデータ・リポジトリにおいて、本番環境で
100PB 以上のストレージ容量を持つ多くのお客様で実証され
てきました。IBM COS システムはさまざまなハードウェア・
プラットフォームの開発用に設計され、お客様にハードウェア・
インフラストラクチャの柔軟性と選択肢を提供します。洗練され
た、シンプルな管理システムにより、管理者は数十ペタバイト
のストレージ容量を制御し、障害、拡大、アップグレード、再配
置から独立してデータが利用可能であることを検証する、オー
ルウェイズ・オンのアーキテクチャをサポートします。

IBM は IT 組織が直面するストレージの課題を解決するには、
自社が単独で高い信頼性、安全性、および拡張可能なストレー
ジ・プラットフォームを提供するだけでは不十分であると認識し
ています。そのため、IT 組織がデジタル・アプリケーション・
ポートフォリオの特定の要素を解決し、現実のビジネスの価値
を提供するのに役立つ統合ソリューションを開発および提供す
るため、弊社は多数の業界大手テクノロジー・ベンダーと連携
してきました。

コンテンツ・リポジトリ
コンテンツ・リポジトリは、組織の最も重要なデジタル・コンテ
ンツを保持および保護します。リポジトリ選択は、信頼性、ペタ
バイトの拡張性、セキュリティ、および管理容易性を含むさまざ
まな主要要因に基づいています。コンテンツ・リポジトリ・ソリュ
ーションは高額なレプリケーションを必要とせずに、データンの
高い耐久性と、ビルトイン・サイトの耐障害性を提供する必要
があります。ソフトウェア・ベースのコンテンツ・リポジトリ・ソリ
ューションはさまざまなハードウェア・プラットフォームをサポー
トする、最も柔軟性の高い展開を提供する傾向があります。

IBM COS System はデータ管理プロセスの中心に、キャリア・
グレードのビルトイン・セキュリティ機能を組み込んでいます。
これにより、偶発的または不正な侵害からデータを保護し
ます。IBM COS はシステムが成長するにつれてより効率的
となるコスト効率のよいストレージ・プラットフォームでこれらの
機能を提供します。

ゲートウェイ・パー
トナー、およびゲー
トウェイ・パートナ
ーをシンボル化し
たアイコン

IBM COS Accesser® レイヤー

図 3: 画像、音声、およびビデオ・データで一般的なコンテンツ・リポジトリ
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IBM COS は組織がコンテンツ・リポジトリで必要とする機能を
提供するのに役立ちます。ソフトウェア・ベースのストレージ・ソ
リューションは Microsoft の SharePoint や Integrated
Rule-Oriented Data System (iRODS) などのコンテンツ管理ソ
リューションと統合し、統合コンテンツ・リポジトリ・ソリューショ
ンを提供します。

プライベート・クラウドの STaaS (サービスとしてのストレージ)
プライベート・クラウドの STaaS (サービスとしてのストレージ)
を使用することで組織はセキュリティやプライベート・クラウド
環境の制御を追加しなくても、内部ユーザーや顧客が必要とす
るストレージを柔軟かつ迅速に提供することができます。パブ
リック・クラウド・サービス・プロバイダーによってストレージが
提供されるため、これらのシステムはマルチテナンシーを使用
して、共通のインフラストラクチャから多くの内部組織のニーズ
に対応します。1 人のユーザーによって保存されたデータが他
のユーザーによって侵害されないことが非常に需要です。

メディアおよびエンターテインメント市場では、組織はメディア
資産管理 (MAM) およびデジタル資産管理 (DAM) ソフトウェ
アを使用してコンテンツ管理を提供しています。MAM および
DAM ソリューションの多くの大手ベンダーには、IBM COS
System を使用して運営する資格があります。IBM はソフトウェ
ア・ベンダーと緊密に連携してジョイント証明書を実行し、彼ら
が選択したコンテンツ・リポジトリ・ソリューションが、必要とす
る信頼性、拡張性、セキュリティ、および管理容易性を提供し
ます。

IBM COS は Citrix CloudStack, OpenStack、VMware などの
大手クラウド管理およびオーケストレーション・プラットフォーム
と統合し、プライベート・クラウド STaaS 機能を提供します。
保管中のデータや移動中のデータの暗号化は、マルチテナン
ト環境でのユーザー・データの機密性、可用性および整合性に
対する基本的な保証を提供します。IBM COS は、プライベー
ト・クラウドのお客様が顧客に対して完全に統合されたソリュー
ションを提供できるよう、バックアップ、アーカイブ、およびクラ
ウド・ゲートウェイ・ソリューションの認証も行っています。

ヨーロッパの大手テレビ局は、重要なデジタル資産を保持およ
び提供する次世代のクラウド・ベース・コンテンツ・リポジトリ
として IBM COS System を選択しました。この会社のテレ
ビ番組、スポーツ・イベント、ニュース番組やその他のイベン
トは、IBM COS System 内に保存されます。メディアは、
IBM COS System から世界中のサブスクライバーにさまざま
な形式で配信されます。また、この会社は電話の記録や分析
データを含むその他の種類の非構造化データのリポジトリと
して、インフラストラクチャをより効率的に管理できる
IBM COS System を使用しています。

また、プライベート・クラウドは IT 組織に対し、1 つのプラット
フォームに複数のビジネス・ソリューションを統合する機械を提
供します。このアプローチにより、プライベート・クラウドのユー
ザーが必要とする拡張性、信頼性およびセキュリティをコスト
効率よく管理・提供することができます。IBM COS System
は堅牢で、統合プライベート・クラウドをサポートでき、ペタバイ
ト以上の規模の運営へ拡大するためのよりシームレスな道のり
を提供します。

さまざまな使用のためのストレージ基盤としての IBM COS サーバー

IBM クラウド
IBM クラウド
オブジェクト・
ストレージ

IBM COS IDA

図 4: IBM COS の基礎の図
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Hightail (旧 YouSendIt) は大手 Web ベースのファイル共有
サービスです。会社は世界中の顧客へのファイル・ベースの
ストレージおよび配信サービスの提供に IBM を選択しまし
た。Hightail には、世界中で約 200 か国に 4500 万以上のサ
ブスクライバーを持っています。彼らのサービスは信頼性が
高く、24 時間利用できる必要があります。会社はビルトイン
の信頼性と高可用性によりに加え、IBM COS はユーザーへ
のサービスを中断することなくメンテナンス、アップグレード、
拡大、および再配置を実行できることから、IBM を選択しま
した。IBM COS は Hightail が高額なデータの追加コピーを
作成することなくパフォーマンスや信頼性の目標を達成し、
大量のインフラストラクチャを節約できるようサポートします。

IBM COS System はゲートウェイおよび同期ソリューション
を共有する多くのグローバル・ファイルを統合し、地理的に離
れた場所にいる従業員が保護されている環境でビジネス・ク
リティカルなコンテンツでコスト効率よく協力できるようにし
ます。IBM はプライベート・クラウド・インターフェース上での分
散されたファイルの共有を可能にする Nasuni、Panzura、Avere
などのクラウド・ゲートウェイ・ベンダーと統合してきました。
また、弊社は複数のデバイス間でのデータ動機や、多数のユー
ザー間での共有の保護を可能にする、多数のファイル同期およ
び共有テクノロジ＾のベンダーと連携しています。
これらのベン
ダーは IBM COS System と完全に統合されています。
あるグローバルな広告代理店では、多数の従業員が世界中
の複数のオフィスで顧客のためにリッチ・メディア・コンテンツ
は広告キャンペーンを作成し、世界中に分散された IBM COS
システム全体でデータを共有します。この会社の従業員は
IBM COS ソリューションを使用することでどこからでもキャン
ペーンに協力することができるため、顧客のマーケティング・ニ
ーズを満たせるよう組織全体の人材を生かすことができます。

エンタープライズ・コラボレーション
エンタープライズ・コラボレーション・ソフトウェアは生産性を向
上させ、企業がよりアジャイルで高い競争率を持てるよう設計
されました。これらのソリューションを使用することで、作業者
は世界中のどこにいてもデジタル・コンテンツへ簡単かつ安全
にアクセスし、それらのコンテンツを共有することができます。
セキュリティに関する懸念によって、コラボレーション・ソリュー
ションへのパブリック・クラウドの使用が排除されることが多くあ
ります。エンタープライズ・ユーザーの場合、Web スケールでビ
ジネス・クリティカルなコンテンツの安全な共有を促進する社
内プライベート・クラウド・ソリューションが好まれることがよくあ
ります。

IBM クラウド
IBM クラウド
オブジェクト・
ストレージ

IBM COS IDA
IBM COS に中央リポジトリをもち、世界中の
場所に広がるコラボレーション

図 5: IBM COS 中央データ・リポジトリを使用したエンタープライズ・コラボレーション
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これらのデータ保護ソリューションを統合することで、IT 組織
はバックアップ・データのためのよりコスト効率がよく信頼性の
高い、セキュリティが強化されたオンライン・リポジトリととも
に、ビルト・イン耐障害性および障害復旧を手に入れることが
できます。

バックアップ
IT 組織にとって、偶発的であっても不正によるものであっ
ても、潜在的な損失からクリティカルなデジタル情報を保護す
ることは、最も重要な責任の 1 つです。ただし、多くの場合、
データ保護プロセスは管理が困難で、保護レベルは組織の希
望するレベルに満たないことがあります。障害発生時により迅
速な復旧を行うため、バックアップ・データをオンラインで保管
することは、現在のバックアップ・アプリケーションの主な機能
です。これらの機能を、災害復旧用のサイトの耐障害性を組み
込む Web スケールのストレージ・インフラストラクチャと統合す
ることで、クリティカルな復旧データが必要な時にいつでも利
用できるようにします。

パブリック・クラウド・サービスにデータを保存する組織にと
って、データの保護は主な懸念の 1 つです。イギリスの大手
クラウド・サービス・プロバイダーは、IBM COS System を使
用して、お客様に保護されたバックアップ・ストレージを提供し
ます。彼らは、顧客がデータをより安全でコスト効率の良い方
法でクラウドにバックアップし、他の人物がクリティカルな情報
へのアクセスを取得できるかどうかの懸念を緩和できるよう、
IBM COS を選択しました。

IBM は多くの大手バックアップ・ソリューション・ベンダーと提
携してきました。これらのソリューションは IBM COS System
と完全に統合され、より信頼性が高く、セキュリティ機能が豊
富で、コスト効率の良いバックアップや復旧インフラストラクチ
ャを提供するよう作られています。また、IBM は RESTful イン
ターフェースをサポートするバックアップ・アプリケーションと統
合しています。

IBM クラウド
IBM クラウド
オブジェクト・
ストレージ

IBM COS IDA
カスタムの電話バックアップ・アプリケーショ
ンは、IBM COS へコピーすることで携帯電話
コンテンツを保護します

図 6: 電話バックアップの保護
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IBM COS System はデータへのアクセスを中断せず、コストの
かかるデータのコピーも作成することのない、参照元ハードウ
ェアの簡単な更新をサポートします。

アクティブ・アーカイブ
組織が競争力のある洞察や市場での優位性を求めてより多く
の企業データを取り出そうとするに伴い、ストレージ・システム
はアーカイバル・デジタル・コンテンツをほぼ無限に保持するこ
とを課せられています。アクティブ・アーカイブは必要なときに
いつでもオンラインでアクセス可能および利用可能な企業非
構造化データ向けのリポジトリを提供します。これらのシステム
は膨大な拡張性とともに、システムがオンライン状態のときに
参照元ハードウェアを簡単にアップグレード、再配置、更新でき
る機能を提供する必要があります。

シカゴ大学のデータ・インテンシブ・サイエンス・センターは膨
大なデータ・ストレージの課題を抱えていました。彼らは数十
ペタバイトのゲノム研究データを保存でき、世界中の研究者や
医療専門家がこの情報に簡単にアクセスできるアクティブ・ア
ーカイブ・ソリューションを構築する必要がありました。その上、
彼らは数か月以内にシステムをオンラインにする必要がありま
した。シカゴ大学は科学的研究コミュニティに大規模なバイオ
メディカル・コモンズを構築してきた IBM をデータ・インテンシ
ブ・サイエンス・センターに選びました。たった数時間でマルチ
ペタバイトのシステムが展開され、ゲノム・データを非常に迅速
に受け取ることができました。世界中の研究者にとって膨大な
規模でデータを集めることは、ガン研究調査のコラボレーショ
ンや変革を実現するのに役立ちます。

IBM COS System はアクティブ・アーカイブに対してすべて
の必要な機能を提供するよう設計されています。
IBM COS は市販されている多数のアーカイブと統合し、お客
様に堅牢で、完全に統合されたソリューションを提供します。

IBM クラウド
IBM クラウド
オブジェクト・
ストレージ

フォトおよびビデオのオブジ
ェクトは、REST ベースのプ
ロトコルで IBM COS へ送
信されます

図 7: アクティブなアーカイブ電話およびビデオ共有用 IBM COS モデル
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IBM COS System

総所有コストの削減
IBM COS ソフトウェアは、独自の情報分散アルゴリズム (IDA)
を使用して組織のデジタル資産を保護します。IDA では複数
のコピーを保存する代わりに、データをエンコードしてシステム
全体に分散させます。これにより、物理的なストレージ要件を
50 パーセント以上削減します。IBM COS は複数のハード・ド
ライブやサーバーで障害が発生したり、サイトの停電時であっ
てもデータの 1 つのコピーのみを使用して可用性を維持するこ
とができます。

IBM COS System は最初から、より簡単に管理でき、より経済
的に展開できる Web スケールの規模を提供するよう設計され
ました。IBM COS を採用することで、要件に合わせて容量を
増やし、コスト効率性によって可用性やセキュリティのニーズ
を満たすことができるようサポートします。

十分に試行された拡張性
IBM COS ソフトウェアは Web スケールで十分に試行されて
います。多くの IBM 顧客は容量が 100PB を超え、エクサバ
イトに拡大されるシェーアド・ナッシング・アーキテクチャを使
用する生産環境を持っています。これらの展開はコスト効率が
よく、信頼性、可用性、管理可能性を犠牲にすることもありま
せん。一元化されたメタデータ・サーバーに依存する多くのレ
ガシー・システムとは異なり、IBM COS は統合された一か所
での管理や Web スケールでのアクセスを提供する単一のグロ
ーバルな名前空間を使用します。

RAW 容量要件の正確な削減は特定のシステム構成の機能
ですが、IBM のお客様は既存のストレージ・システムと比較
して、総所有コストの最大 80 パーセントの節約、およびパブリ
ック・クラウド・ストレージの使用に関する大幅な節約を報告し
ています。7 合計節約額は取得コストを削減するだけでなく、
データ・センターの電力、冷却、および床面積の節約にもつな
がります。

管理の生産性が 15 倍増加

IBM COS の十分に試行された拡張性により、IT 組織はその
他のソリューションの制限による、インフラストラクチャに焦点
を当てたストレージ・サイロをなくすことができます。データは
プライベート・クラウドベースのストレージ・システムに連結され
ます。

IBM COS ソフトウェアを使用することで、管理者は従来のスト
レージ・システムと比較して 15 倍大きいストレージ容量を管理
できるようになります。IBM COS は継続的可用性を目的とし
て設計されており、管理者は ソフトウェアのアップグレード、ハ
ードウェアのメンテナンス、ストレージ容量の拡大、ハードウェ
ア更新、およびストレージ・システムの物理的な再配置さえもダ
ウンタイムなしで実行することができます。

構成可能な信頼性と可用性
IT は IBM COS を使用することで、システムの信頼性および
可用性設定を、アプリケーションのニーズに合わせて調整でき
るようになります。需要の厳しいアプリケーションは 99.9999999
パーセントの信頼性によるメリットを受けることができます。より
一般的なレベルの信頼性および可用性に環境を合わせるこ
とで、経済的な節約に役立ちます。IBM COS を使用すると、
企業はアプリケーションやユーザー要件に最適な信頼性、
可用性、および経済的効率性の組み合わせを選択することが
できます。ビルトイン整合性チェックや自己修復機能は、データ
の耐久性を維持するのに役立ちます。

保管中のデータの暗号化
IBM COS ソフトウェアは、保管中データの暗号化をビルトイン
で組み込んでいるため、キーを別に管理する必要はありません。
データ・アクセスや管理システムへのアクセスの両方に対し、
さまさまな認証およびアクセス制御オプションを利用できます。

システム構成
IBM COS は 3 つのコンポーネントで構成されます。
IBM® Cloud Object Storage Manager は構成、管理、
監視および障害監視用の 1 つのペインを提供します。
IBM® COS Accesser® ノードのセットはストレージの IO
要求を処理し、IBM COS System への書き込み時にデータ
を暗号化およびエンコードします。また、IBM® Cloud Object
Storage Slicestor® ストレージ・ノードのセットはデータを
保存します。

ソフトウェア定義ストレージの柔軟性
IBM COS System はソフトウェア定義ストレージ・ソリューショ
ンであり、専用ハードウェアは不要です。IBM COS システムを
実質上あらゆる数の業界標準ハードウェア・システムとともに使
用することで、ストレージ容量をより迅速かつ経済的に増やす
ことができ、IT 組織がテラバイト当たりのストレージ・コストを
大幅に削減するのに役立ちます。
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IBM COS Manager はインフ
ラストラクチャを構成および管
理するために展開される

IBM COS Accesser® レイヤー
Accessers は元となるストレ
ージにアクセスするために展
開される

IBM COS Slicestor® レイヤー
Slicestors はデータを保存す
るために展開される

図 8: 3 つのコンポーネントを示す IBM COS 構成の例

業界ベースのソリューション

メディアおよび通信
メディアおよび通信会社は、顧客に提供する体験を増減させる
ことができます。企業は新しいコンテンツを生産、配信、および
保持し、4K ビデオ解像度やオンデマンドのビデオ・サービスな
どの新しい革新的なソリューションの需要を満たすという圧力
に常に晒されています。組織が長編映画、高解像度デジタル
画像、またはマルチメディア・ドキュメントを取り扱っているか
どうかにかかわらず、メディアおよび通信会社は IBM COS の
信頼性が高く、セキュリティ機能が充実したコンテンツ・ストレ
ージ・ソリューションに自分たちのプロダクション・コンテンツを
すべて格納することができます。IBM COS の膨大な拡張可能
ストレージ・システムはこれらの企業が現在の生産の需要を満
たし、明日のビジネスの目標をサポートするのに役立ちます。

IBM COS ソリューションや、多くの業界における非構造化デ
ータの成長という課題を解決します。

金融サービス
金融サービス・セクターにおいて、信頼性とコンプライアンスは
会社が直面する最も重要な問題の 2 つです。IBM COS System
は顧客データに対する卓越したデータ保護を提供し、金融サー
ビス会社が非常に競争力が高いモバイル環境において優れた
サービスを提供できるようサポートします。IBM COS はセキュ
リティ機能が充実した、拡張可能なストレージ・ソリューションを
提供し、
これらの組織がデータの脆弱性を排除し、厳密なコンプ
ライアンス規制を満たすことができるようサポートします。
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ライフ・サイエンスおよびヘルスケア

政府

ライフ・サイエンスおよびヘルスケア組織は人々の生活の継続
的な改善を促し、医療業界の最も困難な課題を多数解決する
ため、テクノロジーとデータを活用しています。IBM COS
は新しい医学的大発明の開発をサポートするため、これらの
組織に革新的なストレージ・ソリューションを提供しています。
IBM COS のオールウェイズ・オン・ソリューションを使用するこ
とで、ライフサイエンスおよびヘルスケア組織はデータのセキ
ュリティを確信し、自分たちの得意なことに時間と注意を集中
させることができます。

公共の利益のために働く組織は、非構造化データの成長と保
持に継続的に取り組んでいます。軍事ミッション、科学的発見、
または市民の利益のいずれをサポートする場合でも、これら
の組織は膨大な非構造データを管理できる能力に依存してい
ます。IBM COS Solutions は政府機関が効率的に機密デー
タを保存およびアクセスし、潜在的な不正アクセスからの保護
に役立ちます。IBM COS System を使用することで、政府及び
公共サービス組織は自分たちのミッションの需要を満たし、クリ
ティカルなデジタル資産を保持するため、非構造化データをコ
スト効率よく拡張することができます。

クラウド・サービス・プロバイダー
需要の厳しいクラウド・サービス・プロバイダーのテクノロジー
の世界では、拡張性はビジネスの成長を促すために重要
です。競争力のあるエンタープライズおよびコンシューマー・
ソリューションの提供は、データの保存、分析、およびアクセス
を Web スケールで機密を保持しながら提供できるサービス・
プロバイダーの能力に依存しています。IBM COS ソリューシ
ョンは卓越したサービス拡大およびアジリティのための、管理
しやすく、拡張しやすいストレージ・プラットフォームを提供し
ます。IBM COS を使用することで、クラウド・サービス・プロバ
イダーはストレージ・インフラストラクチャについて心配するこ
となく堅牢なテクノロジー・サービスの開発や管理にエネルギ
ーを注ぐことができます。

統合パートナー・ソリューション
IBM は高品質で顧客中心のソリューションを提供するため、
大手テクノロジー・ベンダーと緊密に連携しています。パートナ
ーの多くはグローバルに展開している数十億ドル規模の組織
ですが、クリティカルな課題の解決に役立つ革新的なテクノロ
ジーを作り出す中小企業も多数あります。
IBM はこれらのソリューションがシンに統合され、顧客の期待
通り実行されていることを検証するため、テクノロジー統合ラ
ボに投資しています。IBM はテクノロジー・パートナーと連携
して、エンジニアリングおよび技術的知識の統合されたサポー
トや交換手順を開発します。統合ラボはスループット、1 秒あた
りの操作、およびレイテンシに対する顧客の需要を満たすこと
やパフォーマンスを重視しています。お客様はソリューションが
機能することを期待しており、IBM はテクノロジー・パートナー
と連携して、これらの期待に応えるよう尽力しています。

石油およびガス
石油およびガス業界用に生成された地震データは、非構造デ
ータの膨大な成長の原因です。このデータの生成は非常に困
難で、高額になることがよくあります。世界中でエネルギー消
費量が増加するにつれ、自身データを安全に保存、管理、およ
び配信することは、新しい石油やガスの埋蔵量の調査や開拓
にとって非常に重要です。世界中からアクセスできる IBM の
ストレージ・ソリューションを使用することで、調査及び開拓チ
ームは自分たちのデータをコスト効率よく管理し、より賢い決
断や素早い復旧を行うことができます。
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IBM Cloud Object Storage について

パート 4
結論

IBM Cloud Object Storage は組織に対し、ハイブリッド・クラ
ウド環境で急激に増加する現在の非構造化データを保存、
管理、およびそれらにアクセスするために必要な柔軟性、スケ
ール、および簡素性を提供します。当社の実績あるソリューショ
ンは、いくつかの世界最大のリポジトリに依存することで、スト
レージ・コストを削減すると同時に企業モバイル、ソーシャル、
分析およびコグニティブ・コンピューティングに対する従来の
作業負荷と新興のクラウド由来による作業負荷の両方を高い
信頼性でサポートし、ストレージの課題をビジネスでの優位
性に変えます。IBM Cloud Object Storage は IBM が 2015
年に買収した、オブジェクト・ストレージのリーダーである
Cleversafe のテクノロジーを元にして構築されています。

IBM COS は業界をリードする、革新的で実績のある、Web
スケールのオブジェクト・ベース・ストレージ・システムです。
IBM のお客様の多くは、本番環境に 100PB 超の非構造
化データ・ストレージを展開しています。また、これらのお客様
は同じプラットフォームでエクサバイト規模の容量のニーズを
満たすことができるか心配されています。けれども、自分たち
の信頼性の高い、安全でスケーラブルなストレージ・プラットフ
ォームを提供するだけでは、現在の非常に需要が厳しい IT
組織の多くにとって不十分です。これらの組織はコンテンツ・リ
ポジトリ、パブリック・クラウド・サービス、エンタープライズ・コ
ラボレーション、データ保護およびアクティブ・アーカイブに対
する非常に現実的なビジネスのニーズを解決する、ターゲット
を絞った具体的なソリューションを必要としています。

詳細情報
電話での問い合わせ先:312-423-6640 または電子メール:
sales@cleversafe.com または Cleversafe Web サイト:
www.cleversafe.comにアクセスしてください。

IBM は IBM COS System に組み込むソリューションを提供す
るため、業界をリードするテクノロジー・ベンダーと提携してい
ます。会社の統合ラボを通じて、パートナーは自分たちの製品
を IBM COS System と共に使用するよう認証し、合同の顧客
に対し、これらのソリューションが本番環境ではうまく動作する
だけではなく、IBM やソリューション・ベンダーによって連携し
てサポートされるレベルの機密性を提供します。

詳細については、以下を参照してください。IBM クラウド・コン
ピューティング: http://www.ibm.com/cloud-computing/
infrastructure/object-storage/

幅広い市場セクターの企業や公共サービスは、非構造化デー
タの成長によって非常に現実的な課題に直面しています。これ
らの組織が恩恵を受けるには、このデータの保存、保護、アク
セスという課題を解決する方法を学習することが不可欠となっ
ています。IBM には、非構造化データがエクサバイト以上の規
模に成長してもお客様が引き続きそれらのデータに依存でき
る十分に試行されたテクノロジ、経験、およびソリューションが
あります。
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