株式会社トヨタコミュニケーションシステム

ユーザ事例

トヨタコミュニケーションシステムは、ソフトウェア開発用の仮想化基
盤のパフォーマンス、運用性、信頼性向上のため、ネットアップのオー
ルフラッシュ ストレージ「SolidFire」を導入しました。

IT サービス企業

仮想化基盤のレスポンス向上を目的に
オールフラッシュ ストレージを新規導入
柔軟な運用性と高度な冗長化により信頼性の向上を実現

トヨタのグローバルな事業戦略をサポートするトヨタコミュニケーションシステム。同社は、ユーザ
数の拡大に伴うレスポンス低下を防ぐため、ソフトウェア開発に用いている仮想化基盤にスケール

アウト型オールフラッシュ ストレージ「ネットアップ SolidFire」を導入。
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“最大の課題であったパフォーマンス面ではユーザからの不満がなくなり、コ

スト面においては、重複排除機能によってディスク容量の使用効率が高まり

ました。運用面でも、20 ～ 30 台のVMのクローンを数分で実行できるため、
運用効率も上がっています。SolidFireの優れた操作性により、初めてのオペ

レーションでも容易に導入・設定が可能で、すぐに稼働することができまし
た。運用フェーズに入っても、業務効率が向上しました”
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ソリューションの構成
ネットアップ製品

SolidFire SF2405 × 4

嶋田 央 氏

株式会社トヨタコミュニケーションシステム
システム基盤本部
システム技術部
総括／技術支援 G
主任

土田 和範 氏

株式会社トヨタコミュニケーションシステム
システム基盤本部
システム技術部
総括／技術支援 G
主任

詳細はこちら
http://www.netapp.com/jp/products/storage-systems/solidfire/index.aspx

お問い合わせ

ネットアップ株式会社

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

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。
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