株式会社 JSOL

ユーザ事例

JSOL が顧客企業向けの仮想化基盤を刷新し、パフォーマンスと
信頼性・可用性を大幅に向上させました。本システムでは、デー
タ保護とBCP 対策を強化するために、オンプレミスとパブリック
クラウドを連携させる理想的なハイブリッド運用を実現しています。

IT サービス企業

仮想化基盤のデータ保護・BCP 対策強化を
Cloud Volumes ONTAP for AWSと
オールフラッシュアレイ
（AFF）のクラウド連携で実現
JSOL が NetApp オールフラッシュアレイを採用し、顧客企業向けの仮想化基盤を刷新しました。
中核となるストレージシステムのパフォーマンスと信頼性・可用性を強化することで、仮想化基盤

全体のサービス品質を向上させることが大きな狙いです。さらに、NetApp Cloud Volumes

ONTAP for AWSを採用し、Amazon Web Service
（AWS）
とNetApp AFFを連携させるデータ保護・
BCP 対策の仕組みが整備されました。ネットアップのビジョン「データファブリック」を具現化した

ハイブリッドクラウドの先進事例です。
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“Cloud Volumes ONTAPは、AWSを利用したDR 環境の構築が可能なだけでなく、
AWSのコンピュートリソースを使って「決められた時間内にサービス再開が可能」

であることが選定の決め手になりました。また、ライセンス体系が柔軟で、他の
クラウドバックアップソリューションよりもコストを抑えることができました”

株式会社 JSOL

基盤サービスビジネス事業部

認定プロフェッショナル ITアーキテクト 川邊 哲也 氏
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❶ オールフラッシュアレイによる高性能化・高信頼化
❷ バックアップとリストアの高速化・確実性向上

EC2 インスタンス

❸ DR環境のパブリッククラウドへの移行
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「データファブリック」ビジョンとともに
ネットアップとの協業をさらに推進
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NetApp Cloud Volumes ONTAP
for AWS

NetApp AFF 8040

オールフラッシュアレイ
NetApp FAS 2554

詳細はこちら

https://www.netapp.com/jp/products/cloud-storage/cloud-volumes/
お問い合わせ

03-6870-7400

ネットアップは、ハイブリッド クラウドのデータに関するオー

ソリティです。クラウド環境からオンプレミス環境にわたる

アプリケーションとデータの管理を簡易化し、デジタル変革を

ネットアップ株式会社

TEL：03-6870-7600
Email：ng-sales-inquiry@netapp.com

加速する包括的なハイブリッド クラウド データサービスを
提供しています。グローバル企業がデータのポテンシャルを
最大限に引き出し、お客様とのコンタクトの強化、イノベー

ションの促進、業務の最適化を図れるよう、パートナー様と

ともに取り組んでいます。

詳細については、www.netapp.com/jp をご覧ください。
#DataDriven
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