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Intelligent Abstraction – 現在および将来のストレージを仮想化することで、効率的で可用性
の高いデータプールを実現します

Intelligent Predictive Analytics – ヘテロジニアスなストレージプールのリアルタイムおよび
履歴の分析によって、容量、パフォーマンス、および可用性の効果的な管理を可能にします

Intelligent Action – ユーザーが単一インタフェースからリアルタイム情報に基づいてアク
ションを実行し、ストレージのベンダーや場所の制約を受けることなくストレージ環境を最適
化し、管理できます

F r e e S t o r ®  -  予予測分析機能を備えた S D S（ S o f t w a r e - D e f i n e d  S t o r a g e）
常に変化するビジネス環境で課題を解決するには、ベンダーロックイン、独自のプラットフォームによるサイ
ロ化、複雑化、ハードウェア/ソフトウェアの互換性の欠如を解決できる、ソフトウェア定義型の新たなアプ
ローチが必要です。FreeStorは、これらの課題をプロアクティブに解決して本当の価値を提供することで、コ
スト削減に貢献し、サイロを解消して、柔軟で制約のない環境を実現する唯一のソリューションです。

圧倒的な
ビジネスメリット

アジリティの向上
プラットフォーム、データ
タイプ、ベンダーを問わ
ず、企業内ストレージイン
フラストラクチャを網羅す
る共通のデータサービスを
提供

リスクの回避
16年の実績を誇るデータ
サービスが、あらゆるハー
ドウェアでの継続運用を保
証します。リアルタイム分
析にプロアクティブ/リア
クティブ両方のアラートを
組み合わせることで、生産
性が最大限に向上します。

効率性の改善
ストレージプールの仮想
化、グローバルな重複排
除、WANに最適化された
レプリケーションにより、
ストレージインフラストラ
クチャとその運用コストを
削減します。

生産性の向上
データ容量やデータサービ
スの一元的なプロビジョニ
ング、自動化、管理を実現
します。

コスト削減
価格/パフォーマンスの
ニーズに最適なストレージ
環境への投資を可能にし、
データサービスの重複ライ
センスやベンダーロックイ
ンを解消できます。

FreeStorは、特定のハードウェアやネットワーク、プロトコルにビジネスを縛り付けることなく、クラウ
ドあるいはローカルなどの保管場所を問わないシームレスなデータのマイグレーション、リカバリ、保護
そして最適化を可能にします。プライベートクラウドを導入しようとする企業だけでなく、ハイブリッド
クラウドやクラウドのホスティングのサービスを提供するMSP/CSPにおいても、FreeStorは共通のデータ
サービスの提供に最適なソリューションとして、低コストでの導入と実装・管理が可能です

新しいSmart Rulesエンジンにより、プロアクティブ/リアクティブ両方のアクションも必
要に応じて実行できます。ストレージインフラストラクチャ全体の管理に必要な要素が1
つのコンソールに集約されているため、管理や導入のコストと時間の両方を削減できま
す。

20X
迅速な適応
ストレージを6回の
クリック - 分未満で
プロビジョニング

節約
90%

コストの大幅削減
アレイバイアレイとの比較で、

同じ機能・容量の
購入コストを最大90%も削減 

ONE

ツールの一元化
すべてのストレージを
一元管理し、

つのツールで
監視/レポート/分析を実行

将来を
予測

予測分析機能
使用状況を追跡して

容量を予測できるため、
予算やリソースの高精度

の見積が可能

まったく新しいインタフェースによる一元管理で
管理と監視が大幅に効率化
HTML-5ベースのまったく新しいGUIと完全なREST APIによって、ストレージインフラストラクチャやデー
タサービスの実装、管理、監視を単一コンソールから実行できます。ユーザーは、カスタマイズ可能な
ダッシュボードをセットアップしてリアルタイムや過去の情報を取得できます。FreeStorは、予測可能な
洞察力を提供しヘテロジニアスなストレージ環境の分析を可能にする唯一のソリューションです。です。
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ハハイパフォーマンスな統合ストレージ管理プラットフォーム
FreeStorは、データベースを集中管理するFreeStor Management Server、FreeStor Storage Server、および
FreeStor Global Dedupe Repositoryで構成されます。FreeStor Management Serverは、FreeStorのIntelligent 

Abstraction®レイヤーを使用することで、ストレージの仮想化を処理します。ストレージ管理者は、任意
のブラウザ、スマートフォン、またはタブレットからFreeStor GUIを使用できます。この高可用性プラッ
トフォームには、アクティブ/アクティブのI/OクラスタとREST APIが含まれており、これらを利用するこ
とで企業、MSP、およびクラウドプロバイダはFreeStorを既存の管理コンソールに統合できます。

プラットフォームの中核機能

マイグレーション

ビジネス継続性

リカバリ

最適化

分析

レガシーと仮想のどちらのストレージリソースにも対応する統合プラットフォーム

データを必要な場所でいつでも使用でき、最適化によって最高のパフォーマンスが
必要なアプリケーションにも対応

外出先でも、モバイルやタブレットのインタフェースからデータのリカバリが可能
FreeStorの最適化と重複排除機能の連携により、ストレージコストの削減と
バックアップの効率化を両立

ヘテロジニアスなストレージプールのリアルタイムおよび履歴の分析により、
容量、パフォーマンス、および可用性の効果的な管理を実現

技術的な特長と機能

新機能: すべてのスト
レージリソースを網羅す
る予測分析
新機能: REST API
の使用によるWeb
UIの簡素化
新機能: SAP HANA認定
新機能: OpenStack
Cinderドライバー
新機能: Android/
iPhone用スマートフォン
アプリ

次世代Intelligent
Abstraction®レイヤー
統合一元管理/監視/レ
ポート機能(Web、タブ
レット、スマートフォン
などを使用可能)

フェイルオーバー/HA
の改善 (アクティブ/ア
クティブ)
I/OクラスタとI/Oマ
ルチクラスタ(4ウェイ)

SSDストレージを使用す
る場合、I/Oクラスタあ
たり百万IOPS以上を実現
レイテンシーの改善
（組込み、ゲートウェ
イ、クラスタ）

ブロックレベルのイン
ライン型重複排除機能

技術的なメリット

単一プラットフォームに
よる水平型アーキテク
チャ、単一の価格体系

多様なストレージプラッ
トフォームを網羅する
シームレスなデータマイ
グレーション

極めてシンプルな管理を
実現する一元管理コン
ソール

クラウド/ハイブリッド
クラウド、SSD、フラッ
シュアレイなど最新のス
トレージテクノロジーに
アクセス可能

ビジネス継続性マイグレーション
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