
   こんにちは♪ 
   今年のノーベル物理学賞を受賞「スーパーカミオカンデ」 
   このニュートリノ観測施設を20年以上⽀えてきたストレージは、 
   FUJITSU Storage ETERNUS DX80 S2なのです︕ 
 
   世界に認められたFUJITSU Storage ETERNUS。 
   これからも⼼強いパートナーを⽬指して皆様の業務を⽀えてまいります。 
 
   さて、今年最後の富⼠通ストレージシステム ETERNUS（エターナス）から 
   最新情報をはじめ、IT技術⽤語解説やコラムなどをお届けします♪ 
 
 
         

     仮想化環境におけるストレージの運⽤・管理を劇的に改善可能な、 
     ETERNUS TR seriesをデモンストレーションを交えながら紹介します。 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1347917/xxxxx.html 
 
   [開催⽇時］2016年XX⽉XX⽇（⽕）14時〜16時30分（受付開始 13時30分〜） 
   [会場］富⼠通トラステッド・クラウド・スクエア（東京・浜松町） 
   [受講料］無料/先着30名 
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 【1】今⽉のイチオシ 
 ───────────────────────────────────── 
 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
  ■［セミナー］IDC Japan主催「Japan Storage Vision 20XX」30名様ご招待 
     メルマガ会員様★限定★キャンペーン 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
  ■「ETERNUS CD10000 S2」急速に拡⼤する「第3のプラットフォーム」に 
     Software Defined技術による抜群の拡張性と運⽤性を備え、新登場︕ 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
     IoTが急速に普及に伴い、コンテンツデポやパブリッククラウドといった 
     新しいデータ格納領域において、データ量が増加し続けています。 
     こうした状況に対し、多様なデータを⼤量に扱い、スピーディーかつ柔軟な 



    [トピック×トピック］旬なキーワードで関連記事をおまとめ 
 
  ◇ ＜フラッシュストレージ＞ 
     システムのボトルネックを解消し、迅速かつ安定した処理を実現︕ 
     －容量が爆発的に増加・多様化するデータを確実に処理し、リアルタイムに 
       活⽤することが、企業の成⻑には不可⽋となっています。ビッグデータの 
       リアルタイム解析や、Webサービスにおけるピーク時対応をスムーズにする 
       など、ビジネスチャンスの拡⼤に貢献するフラッシュストレージの最新技術 
       をご紹介します。 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 

  [製品情報] 
 
  ◇ ETERNUS DX S3 series 製品⽐較表 最新版のご提供 

     システム構築がストレージにも要求されています。 
     膨⼤なデータを効率的に格納するストレージシステム販売開始︕ 
     －ETERNUS CD10000 S2 ハイパースケールストレージ 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・…∽ 
 【2】導⼊事例 
 ───────────────────────────────────── 
 
  ◇ 5社のベンチマークテストでETERNUSのポテンシャルの⾼さに衝撃 
     レスポンスタイムは1ミリ秒以下、業務のスピードアップに貢献 
     ＜サミー株式会社様＞ 
 
    「⼤容量キャッシュの搭載でライトのキャッシュヒット率99.8%以上を実現し 
     レスポンスタイムは平均1ミリ秒以下となっています。Oracle Databaseは多く 
     の社員が⽇々の業務でアクセスするシステムですから、健全性をキープし 
     業務のスピードアップに貢献できているのは⼤きなメリットとなります」 
     －FUJITSU Storage ETERNUS DX500 S3 ディスクストレージシステム 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
  ◇ ゲノム情報を解析する⾼性能と研究の効率化を図る並列計算を実現 
     研究成果に貢献するとともにETERNUSの⾼信頼性で研究データを守る 
     ＜千葉⼤学真菌医学研究センター様 導⼊事例＞ 
 
    『膨⼤なゲノム情報を解析するための⾼性能はもとより、複数の計算タスクを 
     同時に⾏うことで研究の効率性を⾼める並列計算もポイントとしました。 
     またストレージでは容量と拡張性に加え、研究の重要データを 
     消失することがないように信頼性や可⽤性を重視しました』 
     －FUJITSU Storage ETERNUS DX100 S3 ディスクストレージシステム 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1347917/xxxxx.html 
 
 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・…∽ 
 【3】書庫探 〜 ストレージの“知りたい”がココにある 
 ───────────────────────────────────── 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・…∽ 
 【4】ストレージシステム リリース／更新情報 
 ───────────────────────────────────── 



     －ETERNUS DX60 S3⽤ 10GBASE-Tに対応した 
       10Gbit/s iSCSIホストインターフェースのサポートなど 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1584631/xxxxx.html 
 

   [ダウンロード] 
 
  ◇ ETERNUS vCenter Plug-in 3.0.0 ダウンロード 最新版のご提供 
     －VMware vSphere Web Clientのユーザーインターフェースを拡張し、ETERNUS 
       ディスクストレージシステムの様々な情報をVMware vSphere Web Client上に 
       表⽰するためのプラグインソフトウェアです。 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
  ◇ ETERNUS DX MIBファイル ダウンロード 最新版のご提供 
     －ETERNUS DX MIBファイル（以下、本MIBファイル）は、 
       ETERNUS DX ディスクストレージシステムおよびETERNUS DX200F 
       オールフラッシュアレイをSNMPで監視するために必要なMIB 
      （Management Information Base）ファイルです。 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
  [ホワイトペーパー] 
 
  ◇ ETERNUS DX S3 series による VMware vSphere Virtual Volumes（VVOL）活⽤ 
     仮想化基盤のリファレンスアーキテクチャー  最新版のご提供 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
  ◇ ETERNUS DX S3 series による VMware vSphere Virtual Volumes（VVOL）活⽤ 
     仮想化基盤のリファレンスアーキテクチャー(15VM / iSCSI) 最新版のご提供 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
  ◇ OpenStack と ETERNUS DX S3 series のホワイトペーパー 新規ご提供 
     － OpenStack に最適なディスクストレージ FUJITSU Storage ETERNUS DX S3 series 
     － OpenStack と FUJITSU Storage ETERNUS DX S3 series ベストプラクティス 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
  [カタログ・資料] 
 
  ◇ ETERNUS CD10000 S2 ハイパースケールストレージ 最新カタログのご提供 
     － 2015年12⽉版［PDF］ 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
  [マニュアル] 
 
  ◇ ETERNUS CD10000 S2 ハイパースケールストレージ 製品概説 新規ご提供 
     － P3AG-1142-01Z0［PDF］ 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・…∽ 



  企業や業界の枠を超え、⼈・情報・インフラがつながるIoTの世界に向けて、 
  クラウド、モバイル、ビッグデータの先端技術の活⽤を⽀え、 
  現場主導のイノベーションを⽣み出していく新たなシステムとして、 
  SoRと連携しながら、ビジネス成⻑には不可⽋な存在となっています。 
 
 
  [関連情報] 
 
  ・FUJITSU Storage ETERNUS CD10000 S2 ハイパースケールストレージ 
    http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/xxxxx.html 
 
 
         

 
  ワールドカップバレー 2015（⼥⼦）ですが、出場12カ国で2位以内は 
  来年のリオ五輪出場が決まるとあって、⼤変盛り上がっていますね。 
  私も⼿に汗握ってテレビ観戦しています。頑張れ︕ニッポン︕ 

 【5】IT技術⽤語解説 
  Vol.142︓SoEとは 
 ───────────────────────────────────── 
 
  これまでの基幹システムなど業務システムであるSoR（Systems of Record）に 
  に対し、お客様のビジネスプロセス⾰新やビジネス創造などのデジタル⾰新を 
  実現するシステムがSoE（Systems of Engagement）です。 

┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ 
├┼┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┼┤ 
├┤【コラム】                                                                              ├┤ 
├┤ 選⼿の⼼拍数や最⾼到達点。ワールドカップバレー                           ├┤ 
├┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┼┤ 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

  既にテレビ観戦された⽅はご存知かと思いますが、プレイの要所で打点の⾼い 
  スパイクを決めた時には『最⾼到達点  297cm︕』『スピード110km︕』などと 
  表⽰されたり、選⼿の『⼼拍数140（70%）』も分かったり、視聴者サービスも 
  進化してますよね。 
  特に視聴者の盛り上がりを可視化するシステムも導⼊されているようで、 
  視聴者がナイスプレイと感じた瞬間に『ナイスプレイ』(d)ボタンを押すと、 
  ナイスプレイ投票となり、集計結果により各セットのMVPが決まるとか。 
  いやぁホント⾊々と⼯夫されていますよねぇ。 
 
  昨⽇の観戦では『最⾼到達点  290cm︕』スゴイ︕と思い、 
  家にある3mのメジャーで実際の⾼さを測りました。いやぁメチャ⾼いですヨ。 
  あの⾼さから100kmほどのスパイクをレシーブしてる選⼿︕スゴすぎます。 
 
  ⼼拍数でいえば、解説者いわく最⼤⼼拍数の70%くらいが 
  理想のコンディションだとか。最⼤が200の場合は140なわけですが、 
  ⼀般⼈であればヘロヘロな状態かも知れませんね。 
  けれど、選⼿達はリラックスしているように⾒えるのですから、 
  ホントすごいです。 
  その⼼拍数70%で思ったのですが、実は、遊びや仕事も最⼤能⼒の70%くらいが 
  疲労を溜め込むことなく、楽しめたり、効率があがったりするんでしょうね。 
 
  では最後に。掴め︕リオ五輪︕ 
 
                                                          （編集部︓⼤関） 
 



  ◇ 千葉⼤学真菌医学研究センター様－⾼信頼性で研究データを守る 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
  ◇ 株式会社常⼝アトム様－仮想化基盤の共有ストレージに導⼊ 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
         

  Storage System Monthly Mail 編集部 スタッフ紹介 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1347917/xxxxx.html 
 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・…∽ 
 【積読（つんどく）】まだまだおすすめアーカイブ 
 ───────────────────────────────────── 
 
   [導⼊事例] 
 
  ◇ 学校法⼈東京電機⼤学様－仮想デスクトップ環境でログイン時間を⼤幅に短縮 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 

  [ストレージ市場動向 -書庫探] 
 
  ◇ ストレージ容量の増加理由に⾒るセカンダリーストレージの重要性 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
  ◇ ⼤規模災害や広域災害に備えるストレージの災害対策 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
  ◇ サーバ仮想化の進展とストレージ管理の展望 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
  [攻めのIT時代を語る2015 -書庫探] 
 
  ◇ 第3回 テープストレージ未来対談 
     ビッグデータ／IoT時代のお客様のビジネスを⽀えるデータストレージとして 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
  ◇ 第2回 テープストレージ未来対談 
     膨⼤なデータ⽣成量に追随して進化を続ける 
     テープシステムの“いま”を発信し続けたい 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
  ◇ 第1回 テープストレージ未来対談 
     ⻑い歴史と最先端の技術  未来を⾒据えた研究開発に⾒た富⼠フイルムの⾵⼟ 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
  [ストレージ技術解説 -書庫探] 
 
  ◇ VSC（Virtual Storage Console）とは 
     VMware vSphere仮想化環境におけるストレージの統合管理が可能 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
  ◇ VCS（Virtual Cluster Switching） Fabricとは 
     トラフィック効率化を図るために導⼊が進むイーサネットファブリックとは 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
  ◇ clustered Data ONTAPとは 



     必要なときに無停⽌での拡張を可能なストレージ専⽤OSについて 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
  [なるほど︕納得 -書庫探] 
 
  ◇ 動画で納得︕OPC（⾼速コピー）のしくみ 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
  ◇ バーチャルテープってなに︖ 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
  ◇ 遠隔地バックアップによる災害対策とは︖ 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
  [VOICE -書庫探] 
 
  ◇ VVOL対応 ディスクストレージシステム [ETERNUS DX S3 series] 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
  ◇ 予測できないデータ増に柔軟に対応オブジェクトストレージ [ETERNUS CD10000] 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
  ◇ ⾼いパフォーマンスとかんたん運⽤で仮想化の課題を解決 [ETERNUS TR series] 
  http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 
 
 ────────────────────────────────・・・…∽ 
 
  ◇配信元に関するお問い合わせ 
 
  富⼠通株式会社 
  ストレージシステム事業本部 ストレージインテグレーション統括部 
  Storage System Monthly Mail事務局 
 
 ────────────────────────────────・・・…∽ 
 
  ◇ストレージシステム ETERNUS 製品に関するお問い合わせ 
    http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 ────────────────────────────────・・・…∽ 
 
  ◇個⼈情報の取り扱い窓⼝ 
 
    富⼠通株式会社 富⼠通ID事務局 
    住所: 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 
 
    富⼠通IDに関するお問い合わせ 
    http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
 ────────────────────────────────・・・…∽ 
 
  ◇本メール配信サービスについて 
 
    本サービスの新規登録は、以下のページよりお⼿続きください。 



    http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
    登録内容の変更、配信停⽌などをご希望の場合は、 
    お⼿数ですが、以下のページよりお⼿続きください。 
    http://newsletter.jp.fujitsu.com/u/No/1654947/xxxxx.html 
 
    記載内容はいずれもメール配信時点のものです。 
    その後予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 
    最新の情報は富⼠通のウェブサイトでご確認ください。 
 
 
    本メールの記載内容は富⼠通の著作物であり、⽇本国内向けの情報です。 
    また、記載されている各種製品名は、各社の商標または登録商標です。 
    なお、本⽂中では（TM）、（R）マークは明記しておりません。 
 
    配信・編集︓富⼠通株式会社 Storage System Monthly Mail事務局 
                東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル 
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