サービス データシート

クラウド移行サービス

ハイブリッド クラウドに必要なデータ ファブリックの基盤の構築を
ネットアップのエキスパートが支援します。

主なメリット

クラウドのメリットを最大限に活用
ITは、機能、スケーラビリティ、パフォーマンス、効率を向上させようと絶えず革新を続けてい
ます。その結果、プライベート クラウドのリソースとパブリック クラウドのリソースを組み合わ
せたハイブリッド クラウド導入モデルが、企業のIT部門の新たな標準になりつつあります。ハ
イブリッド クラウドでは、無尽蔵と言えるコンピューティング、ネットワーク、ストレージのリソー
スを組み合わせることにより、さまざまなアプリケーション環境を実現することができます。ハ
イブリッド クラウドにより、企業は必要に応じてリソースを引き出すことができるため、柔軟性
と経済性を向上させることができます。

リスクの特定と軽減
• ビジネス上のリスクと制約を明確にし、さ
まざまなワークロードやアプリケーションに
対して適切なクラウド導入モデルを決定

ネットアップのデータ ファブリック
残念ながら、ハイブリッド クラウドに対する現在のアプローチのほとんどは、データ サイロに
のみデータが保存され、企業はデータから価値を引き出すのが難しいという状況に陥っていま
す。企業がハイブリッド クラウドを利用してそのポテンシャルを最大限に引き出すためには、企
業は複数のクラウド間でデータをシームレスに管理する方法が求められます。ネットアップの
データ ファブリックでは、フラッシュ、ディスク、クラウドなどのさまざまなデータ管理環境を
統合してシームレスに接続することができます。ハイブリッド クラウド全体にわたってデータの
管理、アクセス、保護がシームレスにできるため、お客様はビジネスに最も適した決定ができ
るようになります。

ビジネス目標に沿ったIT戦略の策定
• IT部門の能力、プロセス、インフラを評価
• 運用やテクノロジについて多角的な視点か
らアドバイスを提供
• クラウドへの移行とデータ ファブリックの
構築に向けた、実施可能なロードマップを
作成

ITサービス提供の迅速化
• 合理的なITサービス カタログを構築
専門的な知識の補完
• クラウド環境を監視および管理
連携して、適切な意思決定実現
• 人、プロセス、技術が一体となってお客様
のビジネスをサポート

お客様がクラウドへの移行をどの段階まで進めていても、ネットアップ サービスが役立ちます。
次世代型クラウド ソリューションの導入を計画しているのか、アプリケーションのクラウドへの
移行についてのアドバイスが必要なのか、または既存インフラのアップグレードや最適化を求
めているのかにかかわらず、ネットアップのサービスは、お客様がデータセンターを刷新し、デー
タ ファブリックによる成果を得るのに必要な専門知識を提供します。ネットアップの包括的なソ
リューションと各種サービスを利用することにより、データに対するコントロールを完全に維持
したまま、ビジネスに最適なクラウド環境を選択することができます。
クラウド導入にあたって
成功戦略の策定
お客様のクラウドへの移行プロセスが初期段階の場合、ネットアップのプロフェッショナル サー
ビスでは、各種のワークショップ、アドバイザリ サービス、インフラ アセスメントをご提供します。
これらのサービスは、クラウドがビジネスに与える影響を把握して、クラウドに安全に移行でき
るアプリケーションとワークロードを決定するために必要な支援を提供できるように設計されて
います。

クラウド アドバイザリ ワークショップ
お客様のデータセンターを刷新する方法や、クラウドでアプリケーショ
ンを実行する際のリスク評価の方法について説明します。1日コースの
このワークショップでは、将来を見据えたIT環境を構築することによっ
てビジネスにどのような効果があるかを、ネットアップのコンサルタン
トが説明します。ワークショップでは、お客様の業務やお客様に対す
る評価へのリスクを最小限にしながら、技術革新によるメリットを活
用する方法についても詳しく説明します
クラウド ロードマップ ワークショップ
データセンターとITインフラとの間にある機能のギャップを明らかにし
ます。2日コースのこのワークショップでは、データセンターを刷新し
てクラウドに移行する際に、ビジネス クリティカルなワークロードを改
善する方法について説明します。ワークショップでは、1年目～ 3年目
までのロードマップと詳細な一連の活動について説明します。その内
容は、クラウド戦略を策定し設計するために必要な行動を決定する際
に役立ちます。
クラウド調達戦略ワークショップ
クラウドの導入を進めるためには、使用しているビジネス アプリケー
ションの中から、クラウドに最適なものとクラウドに適していないもの
を見分ける必要があります。ネットアップのエキスパートは、お客様の
チームと協力して、御社が包括的なクラウド調達戦略を策定するお手
伝いをします。お客様の財務、法務、セキュリティ、運用上の制約に
基づいてアプリケーション ポートフォリオを特定し、優先順位を設定し
ます。次に、ネットアップのチームは、ビジネス アプリケーションごと
に、
お客様のビジネス ニーズに最適なクラウド提供モデル（プライベー
ト クラウド、パブリック クラウド、ハイブリッド クラウド、またはオンプ
レミス モデル）を選択するためのアドバイスをします。
サービス設計ワークショップ
実施可能なサービス プロバイダ ビジネス モデルを策定し、お客様が
ストレージ インフラ サービスを運営するお手伝いをします。ネットアッ
プのエキスパートは、お客様のアプリケーション要件に合わせて一連
の定義済みサービス レベル（S/GB、IOPS/TB）を提供します。これ
により、ストレージ環境のコストを削減し、パフォーマンスと即応性を
向上させることができます。
ストレージ機能の評価
お客様のITストレージ サービス提供の効率を改善し、業界最高の運
用サービスを実現します。この短期間の迅速なサービスでは、ネット
アップ サービスの経験を活かしてお客様のストレージ管理能力を評価
します。お客様のビジネスとITプロセスへの可視性が向上するため、
ストレージ サービスをより効率的に提供できるようになります。また、
実施可能な推奨項目リストを提供します。これらの推奨項目を実施す
ると、ストレージ管理能力を向上させることができます。
ワークロード特性の分析
ストレージ インフラをワークロードの要件に適合させることにより、可
用性とパフォーマンスが最大化します。ネットアップのエキスパートは、
提案したNetApp® ONTAP®ソフトウェアの設計構成が、実際のワーク
ロードに適合しており、新しい環境への移行時のリスクを軽減するの
に役立つことを確認します。また、ワークロード バランスの最適化に
役立つサービス向上プランを提供します。このプランには実施可能な
推奨項目の優先順位が付けられています。

ワークロード要件のプロファイル評価
お客様の異機種混在ストレージ環境において、ギャップを明確にし、
ビジネス クリティカルなワークロードの潜在的問題と新たな可能性を
特定します。ストレージを再構成して特定のワークロードをクラウド環
境に移行することによるコストの削減効果が予測できるようになります。
クラウド戦略の実行
データ ファブリックの基盤構築
クラウド ソリューションの設計と導入の準備が完了すると、ネットアッ
プ サービスがデータ ファブリックの基盤の導入をお手伝いします。こ
の基盤はお客様が時間をかけてさらに拡張し、展開することができま
す。ネットアップのエキスパートは、実績のあるの手法とベストプラク
ティスで、お客様のビジネス ニーズに適したクラウド ソリューションを
設計し、迅速に導入と構成を行います。
サービス カタログの設計
ストレージ サービス カタログにより、サービスの選択と提供が簡単に
できるようになります。ネットアップでは、エンタープライズ アーキテ
クトがお客様のビジネス チームやテクニカル チームと協力して、一連
の標準的なストレージ サービスを定義します。また、
サービス メニュー
を作成し、即応性に優れたストレージ インフラの技術要件を策定しま
す。さらに、お客様のストレージ サービス カタログの作成を支援する
ため、詳細なアーキテクチャ計画を提供します。
サービス プラットフォームの設計
環境の規模に応じたストレージの提供とシンプルな運用が可能なフ
レームワークを設計します。このフレームワークによって、お客様の環
境を安定させ、複雑さを軽減し、需要と出費のバランス調整ができま
す。堅実なクラウド戦略があれば、サービス アーキテクチャを構築し
てビジネス プロセスをサポートできるようになります。ネットアップの
エキスパートが、合理的なストレージ プラットフォームの設計に必要な
あらゆる支援を行い、ストレージ サービスをサポートします。堅牢な
アーキテクチャを設計することにより、煩雑さの軽減、不要なバリエー
ションの排除、拡張性に優れたストレージ機能の提供をサポートする
フレームワークの構築が可能になります。
AltaVaultの導入
クラウドの利用を始める第一歩として、クラウドへのバックアップを実
現するNetApp AltaVault®クラウド統合ストレージを導入することがで
きます。AltaVaultクラウドベース バックアップ アプライアンスの迅速
な実装に必要なノウハウをご提供します。ネットアップのエキスパート
が、ネットアップ製またはサードパーティ製のバックアップ環境やアー
カイブ アプリケーション環境に、AltaVaultを適切に構成して導入しま
す。エキスパートは、お客様の要件に適合するベスト プラクティスを
実践し、クラウド プロバイダまたはコールド ストレージへのバックアッ
プを可能にします。
クラウド向けNetApp Private Storage導入サービス
クラウド専用のNetApp Private Storageソリューションを活用して、パ
ブリック クラウド環境にハイブリッド クラウド基盤を構築するために必
要なクラウドのノウハウをご提供します。このサービスでは、ホスティ
ング、ネットワーク設定、ストレージのターンキー実装を行います。

NetApp SnapMirrorの導入
システムを停止することなく迅速にNetApp SnapMirror®ソリューショ
ンを導入するために、ネットアップの専門知識を活用してください。高
度なトレーニングを受け、経験を積んだネットアップのエンジニアが、
実績のある手法に従ってベストプラクティスを実践し、お客様の技術
要件を評価して包括的な設計を行い、SnapMirrorソリューションを導
入します。お客様のニーズを満たすディザスタ リカバリ ソリューション
により、システムが停止した場合でも短時間で業務を再開し、重要な
データにアクセスできるという安心感が得られます。
クラウド環境の最適化
クラウド環境のパフォーマンスを最高のレベルに維持
クラウド ソリューションの運用開始後、運用性とコスト効率を向上さ
せるために、
ネットアップ サービスの支援を受けることができます。ネッ
トアップのプレミアム レベル サービス エキスパートが提供する個別サ
ポートとプロアクティブなベストプラクティスによって、ストレージ ソ
リューションを適切に維持管理し、投資回収率を最大化することがで
きます。
サポート サービス
ネットアップのサポート サービスを利用して、インフラの継続的な運
用を維持できます。ネットアップのすべてのサポート オプションに、業
界をリードするNetApp AutoSupport®予測テクノロジが含まれていま
す。AutoSupportは、オンプレミス、パブリック クラウド、プライベー
ト クラウドでネットアップが実施するすべてのサービスに含まれます。
SupportEdgeまたはSupportEdge Premiumのどちらを選択しても、
必要に応じて、受賞歴のあるデバイス サポートおよびソリューション
サポートを受けることができます。
ネットアップの効率化 / 最適化サービス
現在のネットアップ環境の状態を分析することにより、お客様のスト
レージ インフラのビジネス バリューを最大限に引き出します。システ
ムのアップタイム、パフォーマンス、ストレージ効率を向上するために
ネットアップのエキスパートがアドバイスをします。このサービスでは、
ネットアップ製品の定期的な健常性チェックをプロアクティブに実施し
ます。実施方法は、１回のみ、半年ごと、四半期ごとのいずれかにな
ります。
ネットアップの常駐サービス
ネットアップの常駐サービスを活用して、リスクを軽減し、ネットアッ
プ ソリューションのメリットを最大限に引き出してください。常駐サー
ビスでは、オンサイトおよびリモートでトラブルシューティングを行い、
問題の解決にあたります。深刻な人材不足を、必要な能力を持つ常
駐スタッフによって解消できます。また、必要な人材の種類が変わっ
た場合には、別の常駐スタッフに変更することができます。高度なス
キルを持つネットアップのストレージ プロフェッショナルが、お客様の
ITチームの一員として作業にあたり、ネットアップの専門知識を提供し
ます。優れた運用性とビジネスの即応性の向上を実現するために、最
大限のサービスを行います。

サポート アカウント マネージャー
NetApp SupportEdge Premium等の標 準の保 守サービスに加え、
NetAppサポート アカウント マネージャ（SAM）ではお客様ごとに特
化した付加価値サポート サービスをご利用いただけます。SAMは、お
客様のIT運用チームおよびエンジニアリング チームと密接に連携して
ネットアップ インフラをプロアクティブにサポートします。さらに、ネッ
トアップの製品やソフトウェアに対する知識があるだけでなく、お客様
の環境も十分に理解しています。 お客様担当のSAMは、ストレージ
インフラの最適化、ベスト プラクティス トレーニング、潜在的なリス
クの特定を通じて、将来発生が予想される問題を最小限に抑えたり、
完全に排除したりできるようにします。
クラウド環境の管理
ネットアップのエキスパートがお客様のチームを支援
ネットアップのエキスパートとチームを組むことにより、ストレージ運
用管理の効果がさらに向上します。社内の人材にネットアップの担当
エキスパートを適切に組み合わせることで、ITスタッフのスキルと多様
性を強化できます。
マネージド ストレージ オペレーション サービス
自社のストレージ環境は自社で管理しつつ、エキスパート レベルのマ
ネージド オペレーション サービスをご利用いただけます。お客様の
ニーズに応じて成果物を決めていただくことができます。ネットアップ
は、お客様のITIL（Information Technology Infrastructure Library）
サービス管理プロセスに合わせて、サービスをカスタマイズします。ま
た、月に一度ストレージ環境のパフォーマンスをレポートでご報告する
ため、アーキテクチャやテクノロジに関する意思決定を、適確に行っ
ていただけるようになります。料金の請求は四半期末ごとに行われま
すが、コストの予測が可能な料金設定を組んでいるため、予算をオー
バーすることはありません。
ネットアップ サービスについて
お客様が次世代型ストレージ システムの導入を計画している場合で
も、大規模なストレージ導入に備えて専門的ノウハウを必要としてい
る場合でも、さらには既存インフラの運用効率を最適化したいとお考
えの場合でも、ネットアップ サービスと認定パートナーがお客様を支
援します。
今すぐご活用ください
御社に最善の成果をもたらすIT 環境を実現していただくための方法
をご紹介します。ネットアップの営業担当にお問い合わせいただくか、
www.netapp.com/jpをぜひご覧ください。

ネットアップについて
世界中のトップ企業が、データを管理、保管するために、ネットアップ
のソフトウェア、
システム、
サービスを利用しています。
ネットアップのチー
ムワークや専門知識をはじめ、現在だけでなく将来にわたってお客様
を成功に導こうとする情熱は、お客様から高く評価されています。
www.netapp.com/jp
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