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10 Reasons Why LinuxONE
エグゼクティブ・サマリー

新興のデジタル経済とクラウド・サービスへの依存が高まるにつれ、多くの
企業にとってリスクが増大し、ビジネスの機敏さとコスト削減の達成を難し
くしています。加えて、迅速に、断固として、そして戦略的に迫り来る脅威
に対して対応しない企業は、そのビジネス・モデルが、より俊敏で熟練した
企業に市場シェアを奪われる危険にさらされます。
同時に、企業は、サイバー・プライバシーとセキュリティーに対する要求、
少ない予算での収益の成長、限られた技術的スキル、サポートの課題、地理
的政治的問題、そしてデータの保存と保持に関する要件の爆発的増大に苦心
しつつ、「忘れられる権利」を確保することにも直面しています。残念なこ
とに、過去 12 ヶ月に成功したセキュリティー侵害は、現在の方法論がうま
くいっていないことを示しており、新しい規制上の要件 (EU の GDPR やカリ
フォルニアの CCPA など) は、企業に対して株主、規制当局、そして一般市民
に不十分な点について説明責任を負うように強制することになるでしょう。
したがって、企業は従来の企業中心の製品に対する見方から離れ、顧客に迅
速に、シームレスに価値を届けることに焦点を置いた、オムニ・チャンネル
の顧客体験に移行する必要があります。さらに、企業はミッション・クリテ
ィカルなワークロードをよりクラウドのようなモデルに移行し、機敏な
DevOps プロセスなどを活用する必要があります。問題は、ビジネスを最高
のパフォーマンスで展開しながら、SLA と現地の国 (時として世界的な) の規
制を遵守して質の高いサービス (セキュリティー、可用性、回復力) を可能に
し、ミッション・クリティカルなワークロードを守るところにあります。
新世代の LinuxONE サーバーは、主要なビジネス変革とセキュリティー問題
、そして実証可能な機敏さと財務上の結果に集中することにより、これらの
ビジネス上の問題、テクニカル・ドライバー、そして市場の力学に取り組む
ように設計されています。LinuxONE は、ミッション・クリティカルなエン
タープライズ・プラットフォームの信頼性とスケーラビリティーを、迅速な
開発、展開、そしてハイブリッド・クラウド展開の CI/CD ニーズを融合させ
ます。
LinuxONE を選ぶ 10 つの理由
1. 最もリスクの低いソリューション
2. 最新の新世代技術を活用した最高のデータ・サーバー
3. 高度な安全を誇る Linux ®プラットフォーム
4. 信頼できるパフォーマンス
5. 無停止で実現するスケーラビリティー
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6. 他に類を見ない可用性/ 回復性
7. 強化された生産性
8. ハイブリッド・クラウドの機敏さ
9. 迅速な事業継続性/災害復旧
10. 最高の価値
LinuxONE を選ぶ 10 つの理由 (詳細)
1. 最もリスクの低いソリューション – LinuxONE プラットフォームは、その
中心となる原則として、ビジネス上の 成果を念頭に設計され、構築され
ている点がユニークであり、ビジネス、コンプライアンス、財務上、運
営上、そしてプロジェエクトのリスクを減らすことに焦点を置いていま
す。その可用性、災害復旧、無停止でのスケーラビリティーとセキュリ
ティーの機能が、侵害や規制違反に対する罰金や罰則を含む、ダウンタ
イムによって生じる情報漏えいを最小限に抑えます。エンタープライズ
・サーバーを使用することで、増大するトランザクションやワークロー
ドに対応するためにハードウェアを追加した際、システムの再構成が適
切でなかったことが原因で生じるような人的ミスによる影響を大きく減
らすことができます。LinuxONE システムは、データへのアクセスを制限
する全方位型暗号化を採用し、すでにオペレーティング・システムに組
み込んでいるのでプロジェクト・リスクを最小限に抑え、プロジェクト
・チームはアプリケーションとマイクロ・サービスに集中することがで
きます。
作業量、必要なコード数、インターフェースの数を減らすことで、プロジ
ェクトはより早期に、より少人数で、そして少ないバグで完了します。こ
れとともに、エンタープライズに焦点を当てた LinuxONE の設計原理の特
質により、より少ない運用リソースとはるかに少ない複雑さでプロジェク
トとプロジェクト・メンバーに高い成功の可能性をもたらします。それぞ
れの LinuxONE のコアは、ワークドードによって 10 から 12 以上の x86
コアを置き 換えることができます。これによりデータセンターにより多
くのサーバーを設置することで生じる占有面積、運用コスト、そして複雑
さを軽減することができます。結果、毎日の運用が簡易化され、新規サー
バーの追加台数を減らすことができます。継続的なシステム再構成の必要
性をなくすことで、本番環境が人的エラーやダウンタイムにさらされるリ
スクを減らします。また、バックアップ/ 復旧、そして災害復旧時間や停
電などの対処も簡易化します。Data Privacy Passports、全方位型暗号化、
論理区画 (LPAR) 分離、Secure Service Containers で、データ・プライバシ
ーが漏えいする機会を大 幅に削減、コンプライアンスを遵守できない事
態も少なくなります。
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2. 最新の新世代技術を活用した最高のデータ・サーバー – LinuxONE のアー
キテクチャーは独特で、サーバーの 異なるワークロードの間で非共有ベ
ースでデータを共有する能力があります。これは「shared-everything」
アーキテクチャーとして知られ、１つのサーバー上のすべてのワークロ
ードが、共通する共有されたデータベースを活用することができます。
一方 x86 サーバーは「shared-nothing」設計で構成されています。つまり
、各ワークロードはそのデータの独自のコピーが必要で、あとからデー
タベースの他のコピーと同期しなければなりません。この複雑さはその
誕生時から x86 の世界の標準でした。複雑で、不必要、そして高価なハ
ードウェア、データベース、そして人員の拡大を必要としました。コン
プライアンス要件が急速に世界に広がる中、企業はコンプライアンスの
複雑さにより、固有の地理的なニーズを満たすためにのデータとデータ
・サーバーの再考と再構築をますます余儀なくされています。x86 のデ
ータに対する非共有のアプローチを考えると、企業は x86 アーキテクチ
ャーを利用した新しい取り組みへの投資を劇的に増やすか、コンプライ
アンスを遵守しないで厳しい罰則に直面するかのいずれかとなります。
一方、LinuxONE は MongoDB や PostgreSQL などのオープン・ソース・デ
ータベース技術、そして Oracle などの従来のデータベースと動作するよ
う最適化されます。x86 アーキテクチャーとは異なり、LinuxONE プラッ
トフォームは複数のアプリケーションと同じデータセットを共有できる「
single version of the truth」をサポートしており、暗号化が組み込まれてい
ます。さらに、LinuxONE は Java、Python、その他のモダンな言語、
Hadoop やアナリティクス・ツール、Docker や他のコンテナ、Chef、
Puppet、Kubernetes、KVM、複数の Linux ディストリビューション、
OpenShift®、そして他のオープンソース構造など、最新のテクノロジーに
対応しています。したがって、サーバーは従来のレガシー環境のデータセ
ンターで使用することができ、お好みのプラットフォームとして、クラウ
ド・プラットフォームのホスティングに利用することができます。
LinuxONE は、x86 サーバーにおけるものと同様の DevSecOps の利用がで
きるツールに対応しています。さらに、IBM®は Red Hat® OpenShift と
IBM Cloud Paks™を LinuxONE で対応するという Statement of Direction を
発表しています。IBM Cloud Paks は、OpenShift でサポートされ、新しい
クラウド・ネイティブのアプリケーションを LinuxONE 上で開発し、展開
することができます。
3. 高度な安全機能を備えた Linux プラットフォーム – LinuxONE は、エンド
・ツー・ エンドの全方向型暗号化が可能な唯一の Linux サーバーなので
、データの喪失、窃盗、または不正使用に対する最高の防御機能を提供
します。これは、チップ上での個別の Crypto Express コ・プロセッサー
・カード上で加速されるハードウェア・ベースの暗号化を通じ、FIPS
140-2 Level 4 Hardware Security Module にエンタープライズ・グレード
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の暗号鍵を保持することで実現しています。新しい Data Privacy
Passports は、データが他のサーバーにエクスポートされた際に、このレ
ベルの保護を LinuxONE プラットフォームの外にも提供します。Data
Privacy Passports のさらなる機能は、その信頼性の高いデータ・オブジ
ェクトで、ユーザーを役割別にグループ化し、何にアクセスでき、アク
セスできないかを定義します。そして必要な場合、リモートの信頼権限
で選択したユーザーに対しデータ・アクセスを無効にします。LinuxONE
のその他 2 つの機能は、Secure Boot for Linux とユニークな Secure
Service Containers です。Secure Boot for Linux 機能は、起動中の脆弱性
を標的にしたルート・レベルの攻撃やウイルスからシステムを守ります
。Secure Service Containers では、管理者はデータへの上位アクセスが許
可されません。デバッグ・データさえも暗号化されます。オペレーティ
ング・システムへの直接のアクセスを防ぎ、メモリー・アクセスも無効
になっており、ハッカーが活用しようとするこれら 2 つの他のベクター
も排除しています。さらに、LPAR 分離 (すべての IBM LinuxONE プロセ
ッサーの標準) は事実上ありとあらゆる方向からのセキュリティー侵害を
、コストおよび組織の信頼性の両面へ損害を与える影響を排除します。
したがって、LinuxONE により組織は、急速に進化し、企業に広まるセキ
ュリティーの脅威に対処するため、その IT インフラのコアに機能的シス
テムのインテグリティーを確立することができます。同レベルの内在す
るプライバシーとセキュリティーを提供するプラットフォーム・アーキ
テクチャーは他にありません。
4. 信頼できるパフォーマンス – LinuxONE は、同じプラットフォームの別の
ワークロードが実行されていたとしても、一貫したレスポンスを実現する
ベスト・オブ・ブリードのワークロード管理を実現できます。結果として
、LinuxONE は、例外的な負荷、不安定なパフォーマンス、または性能ペ
ナルティーの下でも信頼できるパフォーマンス確保のためのスペア・コア
を含むことで、レイテンシーの影響なく、実質的に 100%プロセッサーを
活用することができます。加えて、LinuxONE は、5.2GHz で実行する、市
販で入手できる中でも最速のプロセッサーを使用し、I/O を別の特殊化し
た専用プロセッサーに渡して、メインのプロセッサーがアプリケーション
やデータベースの負荷に集中できるようにしています。これにより、故障
しないように設計された Redundant Array of Independent Memory (RAIM)
を使用した新しい LinuxONE III では、最大 40TB のメイン・メモリーによ
り多くのデータを保持できます。レイテンシーを付加する多くの他のサー
バー・プラットフォームがソフトウェア手法を使っていることと対照的に
、圧縮機能を LinuxONE プロセッサー・チップに組み込んでいるため、デ
ータ・アクセスの性能はさらに強化されています (場合によっては最大 10
倍)。
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5. 無停止でのスケーラビリティー – エンタープライズ・サーバーとして
LinuxONE は、直線的なコスト増加を伴う急速なトランザクションとワー
クロードの増大に対応できることが証明されています。LinuxONE システ
ムは、垂直的にも水平的にも無停止でスケールすることができ、LinuxONE
システム・ソフトウェアなら、管理者は簡易化された変更制御を活用でき
ます。このレベルの安定性は、オンプレミス x86 サーバーでは簡単に、ま
たは経済的に、現在の技術を使って再現することはできません。さらに、
x86 システムではスケールするごとにコスト節減をすることができません
。実際、x86 サーバーを追加すると、急激にコストが上がります。スケー
リングは、他の要因と組み合わせて、拡大に応じての性能、拡大に応じて
のセキュリティーを実現します。
6. 他に類を見ない可用性/回復性 – LinuxONE システムは、ダウンタイムを
最低限に維持するいくつかの自動回復機能により、少なくとも 99.999 パ
ーセントの可用性 (1 年につき 5 分間の停止) を実現します。このシステ
ムは継続して運用するために設計されているため、一度に何ヶ月にもわた
って、年中無休の環境で多くのユーザーは 100 パーセントの可用性を達
成することができます。一方、ほとんどの x86 サーバー・プラットフォ
ームは、99.9 パーセント (年間 500 分のダウンタイム) と 99.99 パーセン
トの間の可用性 (年間 50 分) を提供します。クラウド・サービス・プロバ
イダーは、99.9 パーセント以上の可用性を提供できると主張しますが、
保証されているわけではありません。加えて、クラウド・プロバイダーが
提供する保証内容には、通常計画的なダウンタイムは含まれていません。
LinuxONE サーバーは、実質的にどのような環境でも稼働し続けるように
強化され、火災、水害、地震にも耐性があります。このレベルの高可用性
は、LinuxONE システムを実質ダウンタイムなしで稼働するよう設計した
ソフトウェアとともに、RAIM などすべての主要なコンポーネントを重複
、冗長させているため達成することができます。
7. 強化された生産性 – LinuxONE なら、アプリケーション開発が簡易化され
、コンテナや Kubernetes といったクラウド・ネイティブ環境にも対応し
ているので、開発サイクルが短縮されます。同様に、数十年に及ぶ経験に
より、IBM エンタープライズ・プラットフォーム (LinuxONE を含む) サー
バーは、レギュラーならびにイレギュラーな運用でも災害復旧でも、複雑
さがあまりなく、スタッフ数も非常に少なくてすむため、労働コストを低
減して、生産性を高めます。先進の DevSecOps 環境は、IBM Secure
Service Container の商品を介して提供されています。
8. ハイブリッド・クラウドの機敏さ – 汎用性の高い LinuxONE 構成は、安全
なハイブリッド・マルチクラウド環境を推進します。LinuxONE サーバー
なら、コンテナ化された Linux アプリケーションを x86 から、そのユニー
クなマルチ・アーキテクチャー対応機能を使って、リファクタリングの必
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要なく移動させることが可能です。例えば、開発者は x86 構築のプラット
フォームでコードを書いて、LinuxONE 上の本番環境に展開できます。プ
ラットフォームはコンテナに対応しているので、アナリティクスをトラン
ザクション処理ワークロードに統合できます。IBM は最近、Red Hat
OpenShift Container Platform と IBM Cloud Paks を LinuxONE でサポートす
る計画を Statement of Direction で発表しました。Kubernetes は LinuxONE
上で実行できるので、サーバーで実行するアプリケーションは、他のプラ
ットフォームと同様にオーケストレーションをすることができます。した
がって、管理者を再教育する必要はなく、代わりに同じワークロードであ
れば、より少ない人数の管理者で対応できます。実際、 数千もの x86 コ
アを 1 台の LinuxONE サーバー上に統合することができます。企業は、ワ
ークロードをスケール・アップまたはスケールア・ウトする、あるいは垂
直か水平方向のいずれの組み合わせでも柔軟に拡張できるようになり、
LinuxONE サーバーをクラウド環境で活用することができます。さらに、
最新の LinuxONE サーバーは標準の 19”ラック仕様なので、フロア・デザ
インやレイアウトをシンプルにして、LinuxONE サーバーを他のシステム
・ハードウェアと組み合わせることもできます。

9. 迅速な事業継続性/災害復旧 – 停電は事業運営において命取りであり、事
業を妨げる災害はできるだけ早急に修正されなければなりません。実際
、ビジネスを遂行できない時間が長ければ長いほど、業務をやめてしま
う可能性が高くなるのは歴史が証明しています。ですから、LinuxONE サ
ーバーは事業継続性/災害復旧に対処するシステムをお探しの場合、最高
の選択肢となります。数千もの x86 サーバーと関連するデータベースが
ある環境よりも、たった数台の LinuxONE サーバーがある環境の方が、
災害からより簡単に、迅速に復旧することができます。また、その違い
は日単位で測定され、地理的、技術的、および仕様のバリエーションや
複雑さで非常に悪化する場合もあります。したがって、組織は無数の復
旧ポイントとログを同期させることから生じる課題に取り組む必要がな
くなります。LinuxONE はまた、IBM's GDPS (geographically disbursed
parallel sysplex) に対応しています。これは、計画的ならびに非計画的停
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電に対する自動復旧手順を助け、より継続的な稼働を確保し、災害復旧
機能を提供します。
10. 最高の価値 – 開発と運営コストを抑えて、組織は節減したすべての資金を
直接収支決算に反映し、マージンを改善することができます。さらに、適
切なタイミングで新規、もしくはより向上したワークロードを市場に投入
することができるので、新しい売り上げやロイヤリティーを獲得できるな
ど、ビジネスに価値を生み出します。コスト面において企業は、使用量に
応じてプラットフォーム料を支払うことができ、コスト削減とプラットフ
ォーム使用のメリットは表裏一体であるといえます。さらに、LinuxONE
サーバーの TCO は、すべての追加したハードウェア、ソフトウェア、デ
ータベース、人員、電源、および災害復旧システムのコストを含めた場合
、同等の x86 のケースよりも低くなります。特定の使用例によっては、
企業は 3 年間に x86 ソリューションと比較して 30 から 50 パーセント節
約することができます。LinuxONE サーバーは、使用開始初日から 5 年の
ライフ・サイクル、さらにその先にも比類ない価値を提供します。これに
は、最新の処理力、スループット、そしてセキュリティー機能を提供する
適所のアップグレードなどを通じて、常に最適化されたコスト/価値提案
を提供できるという機能も含まれます。

概要 – 主な特徴：

LinuxONE サーバーは、多くの中規模から大規模までの企業のビジネス処理
要件を満たすために導入することができます。リスクがほとんどなく、最高
の性能を備えた、最も安全なデータ・サーバー・ソリューションです。この
プラットフォームは、財務、業務、そしてリスクへの影響を最低限に抑えな
がらビジネスとともに拡張できます。そして、プライベート・クラウド、ハ
イブリッド、マルチ・クラウド・エコシステム、そしてコストと複雑さを低
減するため従来のレガシー環境にも選択されるプラットフォームで、競合製
品よりも、より早く簡単に、ビジネスの成果に貢献することができます。
LinuxONE を取り入れることは、独自のプライベート・クラウドを持つよう
なものであり、経営層は経済の不確実性に対処する際、スケール・アップや
スケール・ダウンできるかどうかについて心配する必要がありません。さら
に、経営層はミッション・クリティカルなデータベースとワークロードが、
パ ブ リ ッ ク ・ ク ラ ウ ド や x86 サ ー バ ー で は な く 、 信 頼 で き 、 安 全 な
LinuxONE システムにあることで安心できます。セキュリティー機能を組み
込むことで、企業の幹部は信用要件を満たすことが容易となり、信用の失墜
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、減収、財務的代償、法的罰則などをもたらすサイバー・.インシデントに
さらされることもなくなります。
企業は、可用性、回復性、低いリスク、生産性、コストの利点 (ROI、TCA、
TCO)、新たな利点、サービスの質 (QoS)、そして成長にともなうコスト増大
の回避など、クラウドと同じような利点を自動的に確保しつつ、その環境を
コントロールすることができます。このレベルのセキュリティー機能を備え
、将来性があり、同時にコストを削減し、運用上のリスクを最低限に抑える
プラットフォームは、他にありません。
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