ホワイト ペーパー

Virtustream：ミッション クリテ
ィカルなアプリケーションのクラ
ウド プロバイダーを選択すると
きは信頼性がすべて
ビジネスのモダナイズを模索して
いる組織は、自力で達成する難
しさをよく理解しています。トラン
スフォーメーションを実現するに
は、通常、クラウドに移行する必
要があり、これには多くの場合、
ミッション クリティカルなコア シス
テムの移行が含まれます。これら
のコア システム（製造システ
ム、eCommerceシステム、ERP
システム）はビジネスを促進して、
重要なデータを管理します。

セキュリティ

これらはシンプルなアプリケーションではなく、クラウド環境へ

VirtustreamのIaaSクラウド サービスは、厳しい管理的、物理

の移行は簡単なことではありません。これらのアプリケーション

的、および技術的制御を強化しながら、境界領域防御、ネット

は、コミットされたサービス レベル、堅牢なセキュリティ、そして

ワーク セキュリティ、ホスト セキュリティ システムの強化、テナ

ますます複雑になる一連のコンプライアンス要件によって保護

ントの分離、安全な開発ライフサイクル、データ プライバシー、

される、整合性のとれた確実なハイ パフォーマンスを必要とし

データ保護を実現するため、業界をリードするセキュリティ機能

ます。エンタープライズ環境のお客様は、これらのアプリケーシ

を採用してします。

ョンに関連するリスクを理解し、トランスフォーメーション プログ
ラムを進めるために信頼できるプロバイダーと連携する必要が
あります。
Virtustreamのクラウド運用、移行、管理サービス、セキュリテ

Virtustreamのセキュリティ基盤は、その資産の機密性、完全
性、可用性を保護するCIAの3要素モデルに基づいて構築され
ています。Virtustreamのトップダウン アプローチは、シニア エ
クゼクティブ リーダーシップから始まり、当社の多層防御セキ
ュリティ態勢のあらゆる側面に関して詳細かつ広範な適正評
価を伴います。Virtustreamの人員、プロセス、テクノロジーは、
信用、透明性、信頼性、拡張性、アカウンタビリティ、監査適合
性、イノベーション、自動化に取り組んでいます。このパラダイ
ムには、ルータ、ファイアウォール、脆弱性のスキャナー、侵入
検知、内部監査と外部監査、リスク管理、ガバナンス、最低限
の権限、知っておくべき原則、IDとアクセス管理、広範な審査と
経歴調査を受けた技術スタッフ、包括的な変更管理、インシデ
ント対応計画、ファイアウォール ポリシー レビュー、ファイル整
合性の監視、監査ログの相関とレビュー、
全従業員に対する必須のセキュリティ意識トレーニングが含ま
れます。

Virtustreamのセキュリティ機能で対処できる主な領域は次の
とおりです。

ィ、コンプライアンス プログラム、データ プライバシー プラクティ

責任モデル

ス、サービス品質はすべて、世界中の主要な組織との間で築

セキュリティは、Virtustreamとお客様の間で共有される責任で

かれてきた信頼性を維持できるように設計されています。

す。Virtustreamの共有責任モデルは、コンプライアンスを達成

このホワイト ペーパーでは、セキュリティ、コンプライアンス、プ

するために、Virtustreamが実装するコントロールとお客様が実

ライバシー、透明性、サービス品質という、Virtustreamの信頼

装する必要があるコントロールを明確に示します。

性を築いた5つの原則を説明します。
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Virtustreamの責任 - クラウドのセキュリティ
Virtustreamは、すべてのVirtustreamクラウド サービスを運用
するインフラストラクチャのセキュリティと保護を担当します。こ
のインフラストラクチャは、ハードウェア、ソフトウェア、オペレ
ーティング システム、ネットワーキング、施設で構成され、特定
のアプリケーションのデータベースを含むこともできます。従来
のクラウド モデルでは、アプリケーション、ユーザー アクセス、
データベースはお客様の責任でした。Virtustream Managed
Servicesを使用すると、お客様はさらに運用をシンプルにし、
オペレーティング システムとデータベースのセキュリティを

して、システムが最新の状態に保たれるようにメンテナン
ス期間とシステム パッチの適用をスケジュールすることが
できます。

お客様の責任 - クラウドのセキュリティ
お客様は、セキュリティ、ID、アクセス管理、ネットワーク セキュ
リティなど、アプリケーションのアップデートとパッチの適用を担
当します。

ホストとネットワーク セキュリティ
ホストとネットワーク セキュリティは、クラウドにミッション クリテ

Virtustreamに移行することができます。

ィカルなアプリケーションを移行する場合など、IT運用において

Virtustreamマネージド セキュリティ サービス

重要です。Virtustreamは、データの保護に役立つ、ホストおよ

真のエンタープライズ クラスのエクスペリエンスを実現するた
め、Virtustreamは、Virtustreamマネージド セキュリティ サー
ビスを使用して組織のクラウド サービスを強化することができ
ます。
VM（仮想マシン）とネットワーク レベルで利用できる完全なマネ
ージド セキュリティ サービスには以下が含まれます。
• ウイルス対策/マルウェア対策：ウイルス、トロイの木馬、

びネットワーク レベルのセキュリティ オプションの包括的なセッ
トを提供します。顧客分離機能は、Virtustreamの分離モデル
により提供され、お客様ごとに実装されます。これらのお客様
は、VRF（仮想ルーティングおよび転送）とVLAN（仮想LAN）で論
理的に分離されます。
クラウドにアクセスするため、Virtustreamはパブリック ネットワ
ーキング、プライベート ネットワーキング、またはその両方の組
み合わせを提供します。IPSEC VPNトンネル モードか、MPLS

スパイウェアやその他の悪意のある活動を検出し、ブロッ

直接接続かに関係なく、エントリー ポイントは仮想ファイアウォ

クします。

ールになり、IPアドレス空間を完全に制御して、その他のテナ

• hIDS（ホスト ベースの検知システム）とhFW（ホスト ベース

ントとオーバーラップする可能性を排除します。お客様は、必要

のファイアウォール）：高度なIDSエンジンとともに双方向

に応じてさまざまな専用のVLANとIPアドレス範囲を利用できま

のレイヤー4ステートフル ファイアウォールを使用すると、

す。ファイアウォール ルールは、Virtustreamによってハイパー

偵察スキャン、サービス妨害攻撃、SMBエクスプロイトな

バイザー レベルで適用されるVMごとに定義できます。

どの悪質なトラフィックや動作を防止、検出、ブロックする

Virtustreamデータ センターの仮想プライベート クラウド内で

ことができます。

トラフィックがルーティングされる方法をより詳細に制御できま

• ネットワーク ベースの侵入検知システム：変則的な動作と

す。Virtustreamのセキュリティ サービスは、境界またはホスト

異常に基づいて、未知の脅威を評価するため、ベンダー

レベルで利用可能なさまざまなセキュリティ ツールを提供しま

によって提供される脅威シグネチャと、行動ベースライン

す。これらのオプションには、境界ファイアウォール、ホストおよ

の両方を使用して、ネットワークの脆弱性と未修正のシス

びネットワークIDS（侵入検知システム）、ホスト レベルのウイル

テムの利用を目的とした攻撃など、ホスト型資産に対する

ス対策/マルウェア対策、脆弱性のスキャン、ファイル整合性の

ネットワーク レベルの脅威を検出します。

監視、および初期対応修復サービスが含まれます。お客様は、

• FIM（ファイル整合性の監視）：レジストリ値、レジストリ キ
ー、サービス、プロセス、インストールされているソフトウェ
ア、ポート、およびファイルへの変更を検出します。
• TDE（透過的データ暗号化、静止データ）：テナント環境で

全般的なセキュリティをカスタマイズするオンボーディング プロ
セス中はVirtustreamプロフェッショナル サービスを使用し、オ
ンボーディング中またはその後は追加のVirtustreamネットワー
ク マネージド セキュリティ サービスを選択することができます。

データベースのデータ部分を格納するディレクトリのデー

データ保護

タ アクセス ポリシー管理とともに、暗号化キーのビルドと

Virtustreamでは、Virtustreamクラウドで組織の最も重要なビ

管理機能を提供します。

ジネス アプリケーションとデータに必要なデータの整合性、耐

• 脆弱性のスキャン：オペレーティング システムの脆弱性

障害性、可用性を確保するために重要な機能がデータ保護で

についてお客様のシステムをスキャンし、定期的な脆弱

あるととらえています。

性レポートを生成します。このレポートは、お客様または

データ暗号化

Virtustream AMS（アプリケーション マネージド サービス）
チームのいずれかに提供されます。このレポートを使用

データの整合性を確保するため、Virtustreamはクラウド環境
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で暗号化テクノロジーを採用しています。その結果、データは

しています。また、Virtustreamはお客様と連携して堅牢性強化

静止中やアーカイブ中、トランザクション データベースでも安全

実践のテストと評価を実施し、サードパーティ監査レポートなど

が確保されます。ミッション クリティカルなアプリケーションにお

の成果物をオン デマンドで提供しています。

けるVirtustreamのコア コンピテンシーに従って、Virtustream
は、SAPのアドオン暗号化オプションを提供し、HANAデータベ

脆弱性管理

ースのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことなくHANAワークロ

脆弱性管理は、あらゆるセキュリティ プログラムにとって不可

ードを暗号化します。

欠です。Virtustreamでは、複数の部門にわたり多数のエキス

ディザスタ リカバリ

パートがVirtustreamクラウド内のリスクを特定する職務を担当
しています。さらに、脆弱性のスキャンをお客様のネットワーク

高可用性ワークロードを実現するため、Virtustreamで

のマネージド サービスとしてご購入いただけます。Virtustream

は、SLA（Service Level Agreement）によって保証される業界

の多様なセキュリティ アナリストから成るチームは、大手企業

をリードするRPO（目標復旧時点）やRTO（目標復旧時間）機能

だけでなく、さまざまな政府機関でも経験を培ってきました。

で、地理的に分散したデータ センターでのデータのレプリケー
ションを通じて、組み込み型DR（ディザスタ リカバリ）を提供し

ID管理とアクセス制御

ます。また、完全なディザスタ リカバリ機能を必要としないお客

Virtustreamでは、Virtustreamクラウド サービスの整合性を確

様向けにデータ バックアップ/リカバリ オプションも用意されて

保するには、ID管理と強力なアクセス制御が不可欠であると考

います。

えています。

Virtustreamは、IaaSレイヤーからオペレーティング システム、

ID管理

データベース、SAP Basisレベルまで、アップタイムSLAとともに
ディザスタ リカバリ保護とデータ バックアップ/リカバリ ソリュー
ションを提供します。これに対し、ほとんどのパブリック クラウ
ド サービスでは、クラウド サービスの標準コンポーネントとして
ディザスタ リカバリやデータのバックアップ/リカバリ ソリューシ
ョンを提供していません。この場合、お客様は自社でディザス
タ リカバリやデータのバックアップ/リカバリ ソリューションの設
計、実装、テストを行うか、またはそのためのサードパーティ請
負業者を雇う必要があります。

Virtustream Enterprise Cloudでは、管理ポータルにアクセス
するユーザーに対する標準認証プロセスとして、強力な二要
素認証を採用しています。ユーザーは、ユーザーが選択した
PINと、ソフトウェアまたはハードウェア トークンによって生成
されるワンタイム パスワードによって認証されます。これによ
り、Virtustream管理コンソールへのアクセスはIDが確認されて
いる許可されたユーザーのみに制限され、高い信頼性が確保
されます。Virtustreamでは、iOS、Android、デスクトップ システ
ムなど多様なプラットフォームのソフトウェア トークンに対応して

構成、ハードニング、脆弱性の管理

おり、Virtustreamの管理ポータル コンソールはhttpsによって

Virtustreamは、システム セキュリティが確保されるように、イン

保護されています。

フラストラクチャ構成における整合性、業界および規制のニー

アクセス制御

ズを満たす機能強化、脆弱性を特定して修復するプロアクティ
ブな対策など、さまざまな主要領域に重点を置いています。こ
れらの領域の機能の多くは、Virtustreamクラウド サービスに
標準装備されており、特定のお客様のニーズに対応するため
のその他の機能はマネージド サービスとして提供されます。

構成
システム構成における整合性を確保することは、Virtustreamク
ラウド サービスの完全性にとって不可欠です。Virtustreamシス
テムでは、独立したサードパーティによる安全性の確認など、
継続的なテストと監査を行っています。

Virtustreamクラウド サービスへのアクセスは、IPアドレスに基づ
いたユーザー ロールとファイアウォール ルールの組み合わせ
によって制御されます。RBAC（ロールに基づいたアクセス制御）
を使用すると、さまざまな種類のユーザーが作業を実行するた
めに必要なリソースにのみアクセスできるようになります。デフォ
ルトのロールには、読み取り専用、リソース作成者、システム管
理者、テナント管理者、ユーザーがあります。各ロールには、デ
フォルト権限のセットが含まれています。組織の内部構造に合
わせて権限をカスタマイズする場合も、数ステップで新しいロー
ルを作成できます。監査上の目的から、24時間365日、すべて
のプリビレッジド ユーザーが監視され、ログに記録されます。

ハードニング

さらに、Virtustream xStreamクラウド管理セルフ サービス ポー

Virtustreamでは、業界標準のベスト プラクティスだけでなく、コ

タルを使用すると、エンタープライズ クラウド ポータルにアクセ

ンプライアンス、証明、フレームワーク、法律によって定められ

スできる特定のソースIPアドレスをお客様が指定できます。これ

たさまざまな政府基準も満たすため、システムの堅牢性を高め

により、xStreamポータルにログインできるユーザーのIPアドレ

ています。該当するガイダンスに従って堅牢性を高めたインフ

スが効果的に制限され、セキュリティがさらに向上し、クラウド

ラストラクチャが維持されるようシステム監査を定期的に実施

への不正アクセスの可能性が減少します。
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セキュリティ ログと監視
Virtustreamは、セキュリティが企業や政府機関にとって極めて
重要であることを理解しています。Virtustreamは、システムや
データに対する脅威が、脅威でとどまらずインシデントに発展し

た、情報セキュリティはサードパーティによる監査と厳格な国
際業界標準の認定という形で実現されます。Virtustreamクラ
ウド サービスは、品質に関するISO 9001、ビジネス継続性に
関するISO 22301、情報セキュリティに関するISO 27001、ク

ないように、セキュリティ ログを収集して監視します。

ラウド サービス セキュリティに関するISO 27017、PII（個人識

VirtustreamのSIOC（セキュリティ インテリジェンス オペレーシ

た、Virtustreamのクラウド サービスは、SOC 1、SOC 2、SOC

別情報）保護に関するISO 27018の認定を受けています。ま

ョン センター）では、一元化されたログ システムとSIEM（セキ

3、およびHIPAA/HITECH/HITRUSTの証明について監査を受

ュリティ情報およびイベント管理）システムが使用されていま

け、PCI DSSおよびCSA STARの認定を受けています。公的機

す。SIOCのアナリストがアラートを監視し、研究者が業界の動

関のためのVirtustream Federal CloudはFedRAMP Moderate

向と脅威インテリジェンスを調査して、ツールのエキスパートが

の認定を受けています。*

継続的な監視と脅威の分類に基づいてアラートを生成します。
また、Virtustreamは、Virtustreamと契約しているお客様に対し
て、プロアクティブに措置を講じて、Virtustreamでホストされて
いるインフラストラクチャを監視します。Virtustreamではベスト
プラクティスに従い、PCI DSS要件に準拠するために一元化さ

* 注 - すべてのサービスがすべての認証を受けているわけで
はありません 詳細については、Virtustreamまでお問い合わせ
ください。

ビジネス継続性

れたログ システムで少なくとも1年間、ログを保管しています。
Virtustreamの「ログ管理」マネージド サービスを購入している
お客様の場合、リアルタイムでVirtustreamクラウドにホストさ
れている組織の環境で生じるセキュリティの脅威をVirtustream
のサポート スタッフがプロアクティブに監視します。Virtustream
のSIOCは、広範な一連のレポートを通じて、包括的なセキュリ
ティとコンプライアンス態勢を提供するために必要な、24時間
365日のオンコール サポートとツールを備えています。
Virtustreamアプリケーション マネージド サービスを使用するお

VirtustreamのGRC（ガバナンス、リスク、コンプライアンス）チー
ムは、Virtustreamクラウド サービスをサポートするすべての機
能が、経営管理によって策定されたポリシーや手順に順守し、
各基準の統制要件に適合することを確実なものとするため全力
を尽くしています。年間を通じて、GRCチームは内部監査、リス
ク評価、ビジネス インパクト分析を実施し、ビジネス継続性プラ
ンニングをテストして、Virtustreamの運用を統制する管理シス
テムを継続的に改善するために経営幹部による評価結果のレ
ビューを行っています。

客様は、Virtustreamを活用して、監査、コンプライアンス、およ
び継続的な監視を目的としたアーティファクトを作成することが

リスク

できます。レポートについて、Virtustreamでは複数のCCP（共

Virtustreamは、ISO 27001、FedRAMP、およびリスク評価、リ

通統制プロファイル）を設計することもできます。

スク対応、およびリスクのレポート機能に関するその他の基準

SDL（セキュリティ開発ライフサイクル）

に準拠しています。評価、監査、または脆弱性評価の実施時に
IaaSで特定されたリスクは、識別と追跡が行われ、その後、軽

Virtustreamクラウド サービスはミッション クリティカルなワー

減または修復が行われます。IaaS管理ゾーン内の脆弱性の修

クロード用途向けであるため、Virtustreamではセキュリティが

復は、PCI DSS標準に従って処理されます。

常に最優先事項となります。Virtustreamは、SDL（セキュリテ
ィ開発ライフサイクル）プロセスを採用して、脆弱性の数を減ら

コンプライアンス

し、信頼性の高いクラウド プラットフォームを実現します。SDL

Virtustreamは最高レベルのコンプライアンスを提供すること

は、あらゆる段階において開発コストを削減しながら、開発

に特化しています。情報セキュリティ管理への厳格なアプロー

者がより安全なソフトウェアを構築することを支援する、ソフト

チは、Virtustreamの設備管理と運用管理の中核となります。

ウェア開発プロセスです。脅威のランドスケープの変化に伴

クラウド提供型システムは、グローバル、地域、および業界固

い、VirtustreamはSDLを変更し、技術と攻撃者の高度化に対

有の規制、およびサービス契約に指定された義務を包含す

応していきます。

る両方の規制基準に準拠している必要があります。すべての

ポリシー、ガバナンス、およびリスク
Virtustreamのポリシー、ガバナンス、リスク プラクティスは、ク
ラウド サービスのいくつかの重要な領域を網羅しています。

情報セキュリティ

Virtustreamデータ センターが適切な認証を取得し、すべての
データ センターの技術者が政府のセキュリティ審査に合格して
いるのはこのためです。

プライバシー
Virtustreamは、お客様のプライバシーを尊重し、お

Virtustreamは、ISO 27001:2013規格に認定されたISMS（情

客様がVirtustreamと共有する個人情報の保護に努

報セキュリティ管理システム）ポリシーを採用しています。: ま

めます。Virtustreamのプライバシーに関する声明で
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は、VirtustreamのWebサイト（www.virtustream.com）を閲覧
し、VirtustreamのWebサイトを介してサービスを利用する訪問
者に関する情報をVirtustreamがどのように収集、使用、開示

や証拠提出に使用できます。

顧客諮問委員会

しているかについて記載しています。Virtustreamのプライバシ

VirtustreamのCAB（顧客諮問委員会）は、お客様のシニア リー

ーに関する声明では、Virtustreamのデータ管理者としての活

ダーやVirtustreamがオープンな情報交換の機会を得られるよ

動を示しており、これらの活動が、GDPR（EU一般データ保護規

うに設立されました。CABは、お客様がどのようにVirtustream

則）の規定などの欧州連合のデータ保護に関する権利にどの

のクラウド サービスを現在使用しているか、どのように使用した

ような影響を与えるか、どのようにして訪問者が個人情報にア

いか、ビジネス上のメリットおよび成果を高めるためにどのよう

クセスできるか、さらにVirtustreamが個人情報を使用する方法

な機能拡張が役立つと思われるかなどについてのフィードバッ

に関する個人の選択肢について記載していますが、これらに限

クや方向性を得ることを目的としています。

定されません。

行動規範

透明性

Virtustreamは、Dell Technologies事業グループ全体が従っ

Virtustreamは、コミュニケーションの透明性がお客様との
相互の信頼を育み、お客様の信頼を維持すると信じていま
す。Virtustreamは、お客様のデータの処理、保存、保護方法
や、誰がアクセス権限を持っているのかなど、お客様のデータ
がどのように取り扱われるかを明確に把握できるように、クラ
ウド プラクティスに対する可視性を組織に提供しています。さ
らに、Virtustreamは、主張の証拠を提供できるようにし、ピア
とVirtustreamのリーダーシップ間で情報を共有するためのフ
ォーラムを設立しました。Virtustreamが文化と価値に関する基
本原則を示すDell Technologiesの行動規範に従っていること
も重要です。

ている行動規範を順守しています。行動規範は、製品、サービ
ス、イノベーションと同様に市場においてDell Technologies事
業グループの差別化を図る文化と価値観であるという共通の
認識があります。

サービス品質
ミッション クリティカルなアプリケーションをクラウドに導入する
組織にとって信頼はセキュリティとコンプライアンスに関するも
のだけではありません。信頼は、可用性レベルの保証、一貫し
たハイ パフォーマンス、信頼性、プロフェッショナルおよびマネ
ージド サービス、優れたカスタマー サービスなど、Virtustream
クラウド サービスが提供するサービス品質に影響します。

監査レポート
Virtustreamクラウド サービスは、多くのリージョナル、グローバ

高可用性と耐障害性

ル、および業界固有の要件を満たしています。認定の第三者

ミッション クリティカルなアプリケーションは、いつでもどこでも

CPA（公認会計事務所）または評価機関（3PAO）によって実施

利用可能でなければなりません。Virtustreamクラウド サービス

されたコンプライアンスおよび証明監査レポートをご要望に応じ

は、インフラストラクチャ レイヤーの範囲を越えるSLA（Service

てお客様に提供しています。これらのレポートは、主張の根拠

Level Agreement）によって裏付けされたエンタープライズ クラ

Virtustreamクラウド サービスが対象とする認定、証明、フレームワーク、標準、法律は
以下のとおりです。
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スの可用性を提供します。
Virtustream Enterprise Cloudは、IaaSレイヤーで99.999%（フ
ァイブ ナイン）の可用性を提供し、SAPなどの特定の本番シス
テムのオペレーティング システム、データベース、およびBasis
レイヤーで最大99.9%（スリー ナイン）の可用性を実現します。

システムがVirtustream Enterprise Cloudで本番稼働したら、
定常状態に達してから、Virtustream Managed Servicesへの
引き継ぎが行われます。ハイパー スケールのクラウド プロバイ
ダーは、オンボーディングと移行サービスを提供していないた
め、企業のIT部門は部門内で独自に行うか、サードパーティに
アウトソーシングして行う必要があります。

信頼性

マネージド サービス

組み込み型のディザスタ リカバリは、Virtustreamクラウド サー
ビスによって標準装備されており、地理的に分散されたプライ
マリとセカンダリのデータ センター間でコンピューティングとスト
レージをレプリケートします。

クラウドへの移行が完了したら、プロアクティブなインシデント イ
ベントの管理、監視、アラート、トラブルシューティング、および
クラウドに関連するその他の範囲設定済みのマネージド サー
ビスによって、Virtustream Managed ServicesがIaaSレイヤー

パフォーマンスの保証

からオペレーティング システム、データベース、Basisレイヤー

Virtustreamは、1000ミリ秒（ms）という低いTier 1ストレージ

まで、完全に管理された高度なクラウド サービスを提供します

レスポンス タイムのサービス レベルに裏付けされた、アプリ

（24時間365日）。ハイパー スケールのクラウド プロバイダー

ケーション レスポンス タイムのパフォーマンス保証を提供しま

は、マネージド サービスを提供していません。個別のエンゲー

す。Virtustreamの特許取得済みのµVM（MicroVM）リソース割

ジメントの一環として、企業はハイパー スケールのパートナー

り当てモデルが必要なCPU、メモリー、ストレージ、およびネット

ネットワークを通じてフラグメント化されたマネージド サービスを

ワーク帯域幅を保証します。プロアクティブなネットワーク、コン

選択しなければなりません。

ピューティング、メモリー、およびストレージ容量の最適化によ
り、常にアプリケーションにとって適切なリソースのサイジング
を確保します。

プロフェッショナル サービス
Virtustreamのクラウドの計画、オンボーディング、移行サービ
スにより、ミッション クリティカルなアプリケーションをクラウドに
移行する際のタイム トゥ バリューを短縮します。Virtustream
Advisorは、Virtustreamクラウドでセットアップを最適化するた
めのすべてのワークロードを特定し、システム構成を分析して
エンタープライズ アプリケーションのランドスケープを評価しま
す。ハイパー スケールのクラウド プロバイダーは、アドバイザ
リ サービスを提供していないため、企業のIT部門は部門内で
独自に行うか、サードパーティにアウトソーシングして行う必要
があります。
また、Virtustreamのオンボーディングと移行サービスにより、
企業のリスクを軽減し、企業のITサービスの中断を最小限に抑
えることができます。Virtustreamが、プロジェクト計画、プロジェ
クト管理、すべてのアプリケーションとワークロードのドキュメン

お問い合わせ先

ト作成、移動シーケンス、テスト、疑似カットオーバー、最終カッ

Virtustreamの詳細については、info@virtustream.comにお

トオーバーを担当します。システムの移行が開始された後は、

問い合わせいただくか、www.virtustream.com/intl/ja-jp/を

データとアプリケーションの整合性がチェックされます。

ご覧ください。

Virtustreamについて
Dell Technologies傘下のVirtustreamは、ミッション クリティカルなアプリケーションのクラウドへの移行と実行で世界中の企業から大きな信頼を得てい
る、エンタープライズ クラスのクラウドを提供する企業です。VirtustreamのxStreamCare（プロフェショナル サービスとマネージド サービス）、xStream管
理プラットフォームとIaaS（Infrastructure-as-a-Service）は、エンタープライズ、サービス プロバイダー、政府機関を対象とし、プライベート、パブリック、
ハイブリッドにかかわらず、クラウドで稼働する複雑な本番アプリケーションのセキュリティ、コンプライアンス、パフォーマンス、効率性、利用量に応じた
請求などの要件に対応しています。
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