IBM Z向けマネージド拡張クラウド・
インフラストラクチャー・サービスを
利用してメインフレームの
モダナイゼーションを実現する
ハイブリッドクラウド・ジャーニーを可能にする
インフラストラクチャー構築のために、最新のメインフレームを活用

ハイライト

– メインフレームの性能を最大限
に引き出し、
インフラストラクチャ
ーをモダナイズ
– ハイブリッドクラウド・ジャーニー
でカルチャーの変革を可能に
– zCloudを利用し、高いセキュリテ
ィーを持つスケーラブルなクラウ
ド・モデルによるIBM Z®コンピュ
ーティング・パワーを提供

キンドリルではメインフレーム・モダナイゼーションのコンセプトを次のよう
に掲げています。
すなわち、
ハイブリッドクラウドのすべてのプラットフォーム
の機能を使用して、高いパフォーマンスや高レベルのセキュリティー、
レジリ
エンス、その他の要件に基づいて各アプリケーションをホストすること。
それ
は高性能でセキュリティーに優れたすべてのワークロードとアプリケーショ
ンを
「IBM Zプラットフォーム」からただ移行することではありません。

現代のハイブリッドクラウド・エコシステム

メインフレームのモダナイゼーションに取り組むためには、
メインフレームを
使用する企業が、IBM Zのような最新のソリューションをハイブリッドクラウド
戦略の中心に据え続ける必要があります。
ハイブリッドクラウドは、単にプラ
ットフォームを再構築してモノリシックな環境から別の環境に移行するだけ
ではありません。最新のメインフレームはオープンになるように設計されて
いるため、従来のワークロードだけでなく、クラウドネイティブなアプリケー
ションもサポートします。
そうしたアプリケーションは、あらゆるプラットフォ
ームで開発者が慣れ親しんだ言語を使用して、
コンテナ内でマイクロサービ
スとして実装されます。

キンドリルのIBM Z向けマネージド拡張クラウド・インフラストラクチャー・サー
ビス
（以下、zCloud）は、クラウド配信モデルを使用することで、柔軟性と適
応性を考慮して設計された拡張性の高いマルチテナントのインフラストラク
チャーへのアクセスを提供します。
ユーザーは複数のオペレーティング・シス
テム（IBM z/OS®やRed Hat® Enterprise Linux、
その他のLinuxプラットフォ
ームを含む）と、柔軟性を促進する標準化されたソフトウェア・スタックの最
新バージョンを選択できます。zCloudは、他のIBMソフトウェアだけでなく、
独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）のソフトウェアもカスタムベースでサポ
ートできます。
コンピューティングやストレージ、仮想テープは企業固有のニ
ーズを満たすため、
スケーラブルな容量を提供できます。

Red Hat Enterprise LinuxとRed Hat OpenShift® Container Platform（OCP）
のコンテナ機能を使用して、適切な開発を行うことができます。
これらのソリ
ューションをz/OS Connectなどの製品と組み合わせて、APIを介して従来の
メインフレーム・ミドルウェアとデータを公開すると、統合が容易になります。
これらのソリューションを同じメインフレーム上に共同でホストすることで、
ほぼ遅延のない高速ネットワークを実現します。
さらに、事実上すべてのプラ
ットフォームのコンテナにマイクロサービスを作成することができます。
それ
らを統合すれば、一貫性を保ち、
アジリティを高めることができます。

カルチャーの変革は、
メインフレームのモダナイゼ
ーションに必要

最新のメインフレームを含むハイブリッドクラウドは、一般的なオープン・
ツールを使用することで、インフラストラクチャーやプラットフォームと同じ
ように一貫して管理できます。
このサポートは、企業全体のDevOps化や
DevSecOpsプロセスに統合されます。
アジャイル・プロセスの実現に努める
ことは、
メインフレームのモダナイゼーションとハイブリッドクラウド・ジャー
ニーを成功させるために欠かせない重要な要素です。
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適切なワークロードに適したプラットフォーム

キンドリルは、IBM ZとLinuxOneの環境をホストして管理するために、多くのオ
プションを提供しています。
お客様のデータセンターと当社専用のデータセン
ターのどちらでも対応可能です。専用サーバー・モデルを選択するか、zCloud
を使用してハイブリッドクラウドへの移行を加速することができます。
いずれの
場合でも、IT管理の専門知識やIBM Zに関する深い知見を活かしながら、実績
のある仮想化テクノロジーを使用してセキュリティーと可用性の高いメインフ
レームIaaSプラットフォームを提供します。
これによってITの効率性やコスト、
ア
ジリティを再定義できるでしょう。

IBM Zとマネージド・サービスでコストを削減

zCloudを活用してコストを削減することで、資金を他のモダナイゼーションへ
の取り組みに利用できるようになります。
こうして財務効率を高めることで、
ハ
ードウェアやフロアスペース、電力や冷却コストなど、自社のデータセンター運
用に関する支出を削減、場合によってはゼロにまでできるようになります。当社
のIaaSソリューションは、
ソフトウェアのポートフォリオの合理化にも役立ちま
す。月額課金という予測が立てやすい消費ベースの価格設定を提供するため、
コスト管理にも役立ちます。

会社 A

会社 B

会社 C

Red Hat®と他のLinux

当社のフルマネージド・サービスは、世界中の何千人ものメインフレームの専門
家が持つ経験を生かしたエンド・ツー・エンドの管理と監視機能を提供するよう
設計されています。
キンドリルは、革新的なテクノロジーや効果的なツールとプ
ロセス、自動化を使用して、
お客様環境での問題発生を未然に防止します。
サービス提供にあたるキンドリルのメインフレーム・スペシャリストの技術を活
用することで、
こうしたスキルを持つ人材を雇用・維持するコストを削減でき、
スタッフは他のイノベーション分野に注力できるようになります。Zowe™など
のオープン・ソリューションやその他の統合型GUIベースのツールを使用すれ
ば、IBM Zに特化した社内知識の必要性を減らすことができ、
メインフレーム以
外の担当者の生産性を高めることができます。
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会社 B

会社 C
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図 1. セキュリティーが充実したLPARとストレージ・サブシステムは、
キンドリルが
管理する環境で高度な仮想化を提供します。
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Linux†
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†
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Linuxワークロードを分散システムとプラットフォームからIBM Zに統合すると、
複雑さが軽減され、
ソフトウェアのライセンス・コストを節約できるため、
モダナ
イゼーションやその他のビジネスに不可欠なプロジェクトに追加で資金を投じ
ることができます。

IBM Cloud®

zCloud
リカバリー・サイト

（IBM Z環境を反映）

IBMグローバル・デリ
バリー・チーム

成熟したサービス設計で高可用性とセキュリティー
をサポート

当社が提供し、管理するzCloudメインフレームのキャパシティーは、高いレジ
リエンシーとセキュリティーを備えた世界各地の専用データセンターに収容
されています。
当社のLPARベースのモデルは、Evaluation Assurance Level 5
（EAL5）で認定されたシステムであり、最高水準のセキュリティーを提供する
よう設計されています。
さらに、サブシステムに分離することで、
データやアプリ
ケーション、
テスト環境、本番環境を保護します。
このソリューションは、仮想テープ、
ストレージ、ネットワーク全体の処理中のデ
ータなどに対してエンド・ツー・エンドの暗号化ができるように設計されていま
す。
追加のアクセス制御については、IBM Zは、IBM Resource Access Control
Facility（RACF）、CA TopSecret、CA Access Control Facility（ACF2）など、
メ
インフレーム用の堅牢なセキュリティー管理製品によってサポートされていま
す。
これらはすべて、
キンドリルのセキュリティー分野における深い専門知識に
よって補完されています。
また、一般データ保護規則（GDPR）に完全に準拠するように設計されたデー
タ・プロセッサーとして、キンドリルとzCloudはデータ・プライバシー強化の実
現を支援します。
キンドリルは、お客様と協力して、適切なエンタープライズ・グ
レードのセキュリティー・プロセスやシステム、ネットワーク、およびツールを適
用し、Payment Card Industry（PCI）、医療保険の相互運用性と説明責任に

関する法律（HIPAA）、米国連邦金融機関検査協議会（FFIEC）などお客様固有
のコンプライアンス・ニーズを満たすためのサポートをします。
さらにキンドリルは、高可用性のための設定可能なオプションを提供している
ため、重要なビジネス・アプリケーションとそうでないもののどちらでも費用対
効果の高い方法で対応できます。zCloudは、最大99.999％のサービス・レベ
ル・アグリーメント
（SLA）を備えたホット・スタンバイや高可用性などz/OSの標
準オプションに加え、自身で設定できるオプションも提供します。各オプション
では、必要なサーバー、
ディスク、および仮想テープ・ストレージの各リソースを
選択します（図2参照）。
Red Hat Enterprise Linuxでは標準オプションでほと
んどのお客様の要件を十分に満たせますが、キンドリルではカスタムLinux要
件を満たすこともできます。入念にスケジュールされたメンテナンスと更新プ
ログラムにより、
プラットフォームの回復力をさらに強化します。

IBM Zの機能をハイブリッドクラウドに拡張

キンドリルは、お客 様のハイブリッドクラウド・ジャーニーをサポートしま
す。
IBM Z上にあるものであれ、他のプラットフォームに適したアプリケーション
のために他のハイブリッドクラウド・プラットフォームに標準接続を介している
ものであれ、当社のサポートはあらゆるプラットフォームに統合されるよう設
計されています。
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図 2. キンドリルのIBM Z向けマネージド拡張クラウド・インフラストラクチャー・サービスは高度に
構成可能です。
複数のオペレーティング・システムと標準化されたソフトウェア・スタック、
さらには、
可用性のニーズに最適なサーバー、
ディスク、
テープといったオプションから選択できます。
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WebSphereアプリ
ケーション・サーバー

ベース：z/OS、z/VMおよびLinux
サーバー

インフラストラクチャー

IBM WebSphere®
MQ

グローバル・ミラー

キンドリルをお勧めする理由

キンドリルには、世界に必要不可欠なテクノロジー・システムをデザイン・構築・
運用する豊富な専門知識があります。
私たちは、社会を成長へと導く重要なイ
ンフラストラクチャーを発展させることに全力を尽くします。
私たちは、新たな方
法でシステムを作り出すことで優れた基盤を構築しています。
適切なパートナー
を選定し、
ビジネスに投資し、
お客様とともに課題に向き合い、新たな可能性を
解き放ちます。

詳細はこちら
(英文ブログ)
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