
PlateSpin Migrate
Micro Focusの PlateSpin® Migrateは、ワークロードの移植を容易にする強力なマルチプラッ
トフォームソリューションです。物理サーバ、仮想ホスト、クラウド間でのネットワークを
介したサーバワークロード移動プロセスを自動化します。PlateSpin Migrateでは、基盤とな
るプラットフォームからリモート操作でワークロードを切り離し、物理、仮想、またはクラ
ウドベースのホスト間でデータストリーム処理によりマイグレートすることができます。こ
れらの操作はすべて、単一の制御ポイントから実行できます。

PlateSpin Migrateの概要

  Windowsワークロードと Linuxワークロード
のサポート : 

  32ビットと 64ビットの重要なWindowsワーク
ロードや Linuxワークロードを、インフラの境
界を越えて移動することができます。 

 サーバ同期 : 

  サーバ統合とマイグレーション、データセン
ターの移設などのワークロードの移設プロジェ
クトに伴うリスクを軽減します。 

  ブロックレベルのレプリケーションとファイル
ベースのレプリケーション : 

  ブロックレベルのレプリケーションおよび
Windowsワークロード向けの Volume Snapshot 
Service (VSS)または Linuxワークロード向けの
Logical Volume Manager (LVM)スナップショット
で、整合性を維持しながら高トランザクション
のワークロードをマイグレートできます。

PlateSpin Migrateはサービスプ
ロバイダ、システムインテグ
レータ、企業が成熟した実証
済みのソリューションを使用
して、データセンターのフロ
ア間、または世界中でインフ
ラの境界を越え、すばやく効
率的に多数のワークロードを
マイグレートし、テストする
ことを可能にします。

データセンターのあらゆる
ワークロードを対象とした
移行元と移行先を問わない
マイグレーション 
現在のデータセンターでは、
さまざまなハードウェアプ
ラットフォーム、OS、仮想化
技術が混在しており、運用効
率と機敏性を向上させ、ビジ
ネスの成長を促進するにはこ
れらを連動させる必要があり
ます。PlateSpin Migrateは複雑
な環境の中で機敏に動作し、
データセンターのコストとリ
スクを軽減して、簡素化しま
す。統合的なアプローチを通
じて重大な IT課題を解決でき
ます。

製品ハンドアウト
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PlateSpin Migrateは、移行元と移行先を問わないワークロード
マイグレーションを実行し、さまざまなハイパーバイザ、OS、
サーバハードウェアをサポートしています。
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PlateSpin Migrateによってデータ
センターイニシアチブの実行時間を
短縮し、質を改善 
 データセンターの変革̶大規模なマイ
グレーションプロジェクトの時間を短
縮します。仮想化プラットフォームの
変更やクラウドへのワークロード移行
も、PlateSpin Migrateが最大限の自動化
と最小限のダウンタイムでより迅速に
完了するお手伝いをします。

 サーバおよびデータセンターの統
合̶サーバ統合またはデータセンター
統合のワークロードマイグレー
ションを自動化することで、物理サー
バ、仮想マシン、新しいハードウェア
のワークロードを迅速かつ簡単に統合
します。

 ハードウェアリースのマイグレー
ション̶物理サーバ間 (P2P)のワーク
ロードマイグレーションを迅速かつ効
率的に進めることで、リース期間が終
了したサーバのワークロードを新しい
ハイパフォーマンスハードウェアにす
ばやくマイグレートします。

 データセンターの移設̶ライブまたは
オフラインのサーバワークロードを、
任意の場所から別の場所にWAN経由で
データストリーム処理により直接マイ
グレートすることで、データセンター
の移設に費やされる時間と労力を減ら
します。

PlateSpin Migrate Server Sync機能により、
運用システムを中断させることなく、ワー
クロードマイグレーションの一環として
ライブテストを実行できるため、ワーク
ロードマイグレーションに伴うリスクを
軽減し、ダウンタイムを回避できます。
さらに、必要に応じて何度でも繰り返し
テストと同期を実行でき、異なるアプリ
ケーショングループから簡単にテストを
スケジュールし、最終カットオーバーま

でのダウンタイムを最小限に抑えること
ができます。

主な特長 
 移行元と移行先を問わないワークロー
ドマイグレーション̶任意のサーバ
ワークロードを自動的に構成して、新
しいターゲット環境内で運用できます。
PlateSpin Migrateは、VMware vSphere、
ESXおよび ESXi、Microsoft Hyper-V、
SUSE® Linux Enterprise Server with Xen、
Citrix XenServerなど、すべての主要仮
想化ソリューションに加え、さまざま
な OS、ハードウェア構成、クラウドプ
ラットフォームもサポートしています。
そして 55,000を超えるハードウェアド
ライバの継続的に更新されるデータ
ベースと、カスタムドライバの追加機
能によって、PlateSpin Migrateは幅広い
ハードウェアとプラットフォームのサ
ポートを確約しています。PlateSpin 
Migrateはあらゆるドライバ、カーネル、
およびその他必要な環境設定の変更を

自動化するため、新しい環境でワーク
ロードが想定どおりに確実に実行され
ます。

 スケジュールされたサーバ同期̶ソー
スワークロードの実行を継続したまま、
ターゲットサイトまたはホストへの初
期転送を実行し、新しい場所でワーク
ロードをテストすることができます。
テストが完了したら、単回の Server 
Syncを実行し、ターゲットワークロー
ドがソースワークロードと一貫してい
ることを確認できます。または、より
長い、より徹底したテストアプリケー
ションには、複数のアドホックまたは
増分 Server Syncレプリケーションをス
ケジュールすることができます。Server 
Syncによりマイグレーションのライフ
サイクルを高速化し、システム全体を
何度もレプリケーションする必要がな
くなります。 

 ブロックレベルレプリケーション̶ブ
ロックレベルの高速レプリケーション
では、メールサーバやデータベースサー

PlateSpin製品ファミリはエンタープライズクラスの製品ラ
インであり、今日のマルチプラットフォーム環境全体にお
いてサーバワークロードの管理を容易にします。

黒色の四角は、PlateSpin Migrateを使用した場合と使用しない場合のダウンタイムを表しています。
PlateSpin Migrate Server Sync機能により、運用システムを中断させることなく、ワークロードマイグレー
ションの一環としてライブテストを実行できるため、ワークロードマイグレーションに伴うリスクを軽減
し、ダウンタイムを回避できます。
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バなどの高トランザクションのワーク
ロードをマイグレートできます。初期
コピーが完了すると、各同期化では
PlateSpin Migrateが独自のブロックベー
スの転送プロトコルを使用してファイ
ルの変更部分のみを新しい場所に複製
します。これによって以降の同期化が
大幅に高速化され、複製されるデータ
量が最小限に抑えられ、最終カットオー
バーまでの所要時間を最短にすること
ができます。 

 スケーラビリティ̶大規模なマイグ
レーションやデータセンターの変革プ
ロジェクトの完了にかかる時間を大幅
に短縮できます。高性能サーバハード
ウェアを使用する場合、PlateSpin 
Migrateでは、最大 40のワークロードを
同時にマイグレートすることができま
す。より多くのサーバワークロードを
より迅速にマイグレートする必要があ
りますか ? PlateSpin Migrateはソフト
ウェアをインストールする回数ではな
く、マイグレートするワークロード数
に応じてライセンスされるため、無制
限の数の PlateSpin Migrateサーバを追

加コストなくデータセンターに導入で
きます。

 オンザフライ環境設定̶ワークロード
やターゲットマシンのリソースの変化
に合わせて、CPU、ディスク、メモリ、
およびネットワークリソースをオンザ
フライで設定し直し、最適なサイズに
変更します。

 業界最先端の自動化̶可能な限り自動
化することで、ワークロードマイグレー
ションアクティビティに要する時間を
短縮し、手作業によるミスを減らすこ
とができます。カスタムバッチファイ
ルやユーザ定義スクリプトを使用して
マイグレーション後のタスクを自動化
することで、手動介入を最小限に抑え、
貴重な ITリソースを他のタスクに割り
当てることができます。スクリプトベー
スのコマンドラインインタフェース
(CLI)を使用してマイグレーション自
体を自動化したり、アプリケーション
プログラミングインタフェース (API)を
通じて他のシステムと統合したりする
こともできます。

 一貫性のある計画と実行̶PlateSpin 
Migrateと PlateSpin Transformation 
Manager (大規模なデータセンター変革
プロジェクトを管理するために一から
構築された計画、スケジュール、可視
化のための新しいソリューション )を組
み合わせることで、大規模なマイグレー
ションプロジェクトの計画、実行、管理、
テストを自動化および統合する唯一の
ソリューションを獲得できます。

「PlateSpinソリューションにより、
データセンター統合プロジェクトだ
けでおよそ 200万ユーロ削減できま
した。また、コストのかかる業務中
断を発生させることなく、リスクが極
めて低い状態でデータセンター統
合を完了することができました」

ESSENT社
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「PlateSpinソリューションは自動化されているため、 
環境設定にかかる時間と労力の 2,200時間を 
節約しました。これは ITチームにとって、 

300日またはおよそ 17ヶ月分の労働に相当します」
NORWICH UNION IT SOLUTIONS社
インフラソリューションアーキテクト

STEVE HOUGHTON氏
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