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● 添付ドキュメント ● バックアップオプション

● SDN対応

CPS説明書

CPS利用の手引き

CPS運用ガイドライン

CPSの機器設置後からCPSを運用可能な状態と
するまでの手順および設定例を説明
● 導入編 ● 基礎編  ● 応用編　　　　

CPSの運用や操作の説明
● CPS運用ガイドライン  ● CPS操作リファレンス

ご使用の前に、各種マニュアル（「取扱説明書」、「設置計画説明書」、「運用説明書」等）に記載されております注意事項や
禁止事項をよくお読みの上必ずお守りください。誤った使用方法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。安全に関するご注意 ご使用の前に、各種マニュアル（「取扱説明書」、「設置計画説明書」、「運用説明書」等）に記載されております注意事項や
禁止事項をよくお読みの上必ずお守りください。誤った使用方法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。安全に関するご注意

http://jpn.nec.com/cps/

テープとディスクの2種類をご用意。
遠隔バックアップの実施も可能で、災害対策としても有効です。

CPSのシステム機能、システム構成の説明
● CPSシステム構成 ● CPSシステム設計
● 構成情報一覧 ● 導入構成品の設定値一覧

※CPS ： Cloud Platform Suite　※SDN： Software Defined-Networking　※DDR ： Dynamic Data Replication 

SDN Readyスイッチに加え、SDNコントローラ搭載モデルをご用意。
物理構成を意識せずに業務用ネットワークを構築できます。

＊1 : 1VMあたり「1vCPU、メモリ4GB」を割り当てた場合の搭載VM数の目安
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NEC Solution Platforms

ソリューション型プラットフォーム「NEC Solution Platforms」

NEC Solution Platformsは、サーバやストレージ、ネットワーク、ミドルウェアに加え、
アプリケーションまでを、市場や用途にあわせて最適に組み合わせた統合型システム
です。お客さまの経営革新を支えるICT基盤製品群をお届けします。

エンタープライズ SMB 社会インフラ

お客さま

キャリアNW エネルギー等
市場 市場 市場 市場 新市場

ソリューション型プラットフォーム「NEC Solution Platforms」を提供

クラウドサービス基盤
Cloud Platform Suite Data Platform Suite Application Platform Suite

データ蓄積/解析基盤 業種/業務アプリケーション基盤最新情報は下記でご提供しています

http://jpn.nec.com/slpf/



より手軽に、よりスピーディに
最適な仮想化共通基盤の
導入を具現化する統合型システム

Cloud Platform Suite
エンタープライズパッケージ R5／ベーシックパッケージ R5／ライトパッケージ R5

仮想化統合を行う際の課題を解消

「Cloud Platform Suite エンタープライズパッケージ R5／ベーシックパッケージ R5／ライトパッケージ R5」は、あらかじめ設計・構築・検証済みの状態で
提供する統合型システムなので、仮想化統合を行う際に生じる、「インフラの設計・構築・検証が大変！」、「増設の度に煩わしい検証が必要！」、「仮想化共通基盤
の運用が複雑！」といった課題を解決し、仮想化統合を短期間で具現化することができます。

特長① あらかじめ設計・構築・検証済みなので、短期間で手軽に導入可能

NECがこれまで培った仮想化共通基盤構築ノウハウをもとに、あらかじめ設計・構築・検証済みの製品を提供します。そのため、独自で検討する場合に比べて、
大幅に短期間で仮想化共通基盤を導入することができます。

特長② 基盤導入後の増設・拡張も、簡単かつスピーディに実施可能

基盤導入後の機器増設やシステム拡張を見据えたシステム設計を実施しています。そのため、スモールスタートで運用を開始し、必要に応じてサーバ1台単位
から徐々に増設していくことができます。

特長③ ＩＴリソースの使用パターンを集約し、仮想化共通基盤の運用効率性を向上

利用者からの要求に応じてITリソースを払い出す従来の運用（個別最適）から、仮想化共通基盤に適したITリソースの使用パターンをあらかじめ定義して
払い出す運用（全体最適）に。仮想化共通基盤での効率良いITリソース運用を実現できます。

特長④ 柔軟なシステム構成

仮想基盤サーバやストレージなどの構成要素をユニットとして選択や追加
可能。統合型システムの特長である「早い、安心、簡単」はそのままに、お客様
の要件に応じた最適なシステム構成を実現できます。

特長⑤ ハイブリッドクラウド運用

ハイブリッドクラウド環境において、NEC Cloud IaaSのポータルからCPS
も運用管理でき、システム管理者の負担を軽減します。

製品概要

CPS は、事前に設計・検証を実施した製品（サーバ、ストレージなどのハードウェアとOS、仮想化ソフトなどのソフトウェア）、この製品を用いた初期構築、さらに
説明書や運用ガイドラインなどのドキュメントをまとめて提供する、仮想化共通基盤構築のセット製品です。短期間で手軽に導入することができ、導入後の
増設・拡張もスピーディに実施可能です。仮想化共通基盤に適した運用とすることで効率性を高め、最適運用を実現できます。

充実したドキュメント類の添付により、
導入後の運用も強力にサポート！

Cloud Platform Suite
が解決

NECの仮想化共通基盤構築ノウハウの考え方で
設計／検証済み
　　● OS以下の仮想化共通基盤を短期間で実現
　　● 増設／移行方式を組込済み（都度の設計が不要）
　　● 最適化運用により空きリソースを有効活用
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Point

基本設定実施済みでのお引渡しにより、
導入後すぐに使用可能！

① インフラの設計・構築・検証が大変！

② 増設の度に煩わしい検証が必要！

③ 仮想化共通基盤の運用が複雑！

● OS以下のITリソースを推奨パターン
で設計済み

● 200項目以上の検証を予め実施
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導入期間を短縮可能！

基盤導入後の
増設・拡張実施が容易！

● 接続検証済みの増設用機器をご用意
● 製品リビジョン間の接続性も考慮
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拡張ディスク

増設機器を
ユニット化して提供

スモールスタート可能で、
無駄のない基盤運用を実現！

エンタープライズパッケージ Ｒ5増設イメージ

増設用機器

サーバ
増設ユニット

ストレージ
増設ユニット

増設

増設

※ CPS ： Cloud Platform Suite

NEC Cloud IaaSCloud Platform Suite

ネットワーク

NEC Cloud IaaSポータル

追加追加
段階的なユニット追加＊1

仮想基盤サーバ ストレージ 管理サーバ
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管理サーバ ストレージA ストレージB

ユニット単位で選択

＊1:ライトパッケージのみ対応

仮想基盤
サーバ

本番A 本番B ・・・
仮想基盤
リソース

本番C ・・・

ITリソースの使い方を定義し、
最適運用を実現！

ITリソース払い出し業務の効率化と
負担の軽減を実現！管理者 必要なときに必要なITリソースの

提供を受けることが可能！利用者

空きリソースは
いくらある？ アプリケーション要件確認

使用容量確認
払い出し検討

（サーバ） （サーバリソース）

リソースの使用
状況が把握でき、
運用が簡単！

VM

VM
VM

VM

VMVM

AA

AA

B BC

C

C

BB

余裕率

AA

AA
AA


