
Cohesity SmartFiles
Cohesity SmartFilesは、 エンタープライズクラスのソフトウェア定義、 データセントリッ
ク、マルチプロトコル対応のファイルとオブジェクトソリューションです。 管理性、拡張性、
セキュリティ、 効率性、 マルチ階層型データ管理において、 従来の製品よりも優れて
います。 このソリューションは、 Cohesity Heliosマルチクラウドデータプラットフォームを
ベースとしており、 特許取得済みの分散アーキテクチャを採用することで、 アップグレー
ドの際システムの停止を必要とせず、 従量課金モデルによるスケールアウト型ストレー
ジを実現します。

SmartFilesは、 複数のワークロードにひとつプラットフォームを提供することで、 データ
とアプリケーションの管理を最新化し、 簡素化します。 データサイロを統合し、 デジタ
ルライブラリ、 アーカイブ、 リッチメディア、 ビデオ監視、 ビッグデータ、 バックアップデータ
セットなどの非構造化コンテンツやアプリケーションデータを安全に管理するための最新
のコンバージドターゲットです。
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簡素化されたマルチクラウドデータ管理
SmartFilesソフトウェアは、 オンプレミスでもパブリッククラウドでも効率的に
動作し、 データを可視化して管理することができます。 また、 マルチクラウド
対応のため、 シームレスで迅速なデータモビリティとアプリケーションポータビリ
ティを実現します。 データがどこにあっても、 セキュリティ機能とファイル整合性
機能の統合レイヤーによって、データは常に保護され、保持されます。ポリシー
ベースのインテリジェントな管理と自動化により、 大量データの効率的な配
置、 ガバナンス、 保護を実現します。

データのさらなる活用
SmartFilesを使用すると、 データをインプレースで直接実行する統合され
たCohesityとサードパーティのアプリケーションエコシステムを通じてデータから
価値を引き出し、 サイバー脅威やランサムウェアからのリスクを軽減し、 コン
テンツとメタデータの検索を高速化し、 コンプライアンスと電子情報開示を合

理化し、 強力な分析で異常を検出し、 実用的なインサイトを導き出すこと
ができます。 また、 SmartFilesは、 ネイティブS3互換を含む複数のプロト
コルで運用効率を高め、 主要なビジネスアプリケーションやクラウドとの統合
を可能にします。

柔軟性、 効率性、 コストの最適化 
ソフトウェア定義ソリューションとして提供されているSmartFiles 
は、ワークロード、容量、コストの要件に合わせて、フラッシュ最適化オプショ
ンも含めさまざまなハードウェアを柔軟に選択することができ、 所有コストを大
幅に削減します。 革新的なデータ重複排除、 圧縮、 スモールファイルの最
適化により、ストレージ容量を拡張し、パフォーマンスを向上させます。 また、
貴重なTier 1ストレージからコールドコンテンツの階層化がシンプルに行える
ことで、 既存のサードパーティシステムの容量アップグレードの頻度を減らし、
投資保護を保証します。
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詳しくは、 cohesity.com/jp/products/smartfiles/をご覧ください。

Capabilities

ファイルとオブジェクトの 
アーキテクチャ

• 分散ファイルシステム : Cohesity SpanFS™

• 無制限の拡張性を備えたスケールアウトアーキテクチャ

• 無停止アップグレード

フレキシブルなデプロイメント

• オンプレミス、 パブリッククラウド、 エッジサイト向けのソフトウェア定義ソリューション 

• プライベートクラウド／データセンター - ハイパーコンバージドストレージアプライアンス。 
Cisco、 HPE、 Pure Storage、 Dell、 富士通、 Intel、 Cohesity認定ハードウェアをサポート

• 仮想インフラストラクチャー（VMware vSphere）

• パブリッククラウド - 主要なパブリッククラウドへのデプロイ

パブリッククラウド統合 • AWS、 Microsoft Azure、 Google Cloudプラットフォーム、 S3互換クラウド、 AWS GovCloud、 Microsoft 
Azure GovCloudなど、 主要なパブリッククラウドとのネイティブ連携

最大容量 • 制限なし

プロトコル • NFS、 SMB、 S3、 OpenStack Swift

グローバルな管理とレポート作成 • マルチクラスターの場合、 グローバルアクティブ管理

マルチテナンシー
• マルチテナント管理

• ロールベースのアクセスコントロール 

ストレージの効率性
• すべてのノード、 可変長、 インライン、 またはポストプロセスにおけるグローバル重複排除

• 圧縮機能（Zstandardを含む）

耐障害性

• レプリケーションとイレイジャーコーディングオプションにより、 最大80%の効率化を実現

• クラスタ内のノード間での厳密な整合性により、 データレジリエンスを保証

• 2ノード、 2ディスク、 シャーシ、 ラックのフォールトトレランスサポート

• データ整合性の自動チェック、 ドライブ障害の検出、 ドライブリビルドプロセス

データ保護

• ソフトウェアAES-256、 通信中および保存されたデータのFIPS準拠暗号化

• DataLock（WORM）によるデータ変更不可

• 多要素認証

• SECおよびFINRAコンプライアンスの認定

統合アプリケーション

• Cohesityが開発したアプリケーション - ClamAV（アンチウイルス）、 Spotlight（グローバルコンテンツ検索）、 Insight
（ファイル監査）などのネイティブアプリケーション、 およびCohesity Marketplaceから利用可能なその他コンテナ型ア
プリケーション

• Cohesity Marketplaceのサードパーティアプリ

• カスタムアプリ - CohesityのApp SDKを使ったカスタムアプリの開発

インデックスと検索
• グローバルインデックスの自動化

• 任意のVM、 ファイル、 またはオブジェクトのワイルドカード検索

データ /アプリの移動を自動化
• クラウド /オンプレミスへのアーカイブ

• 自動データ階層化

https://cohesity.co/3gMtHk8
https://cohesity.co/30xoSWl
https://cohesity.co/3ikQu7j
https://cohesity.co/33y7y5p
http://cohesity.com/jp/products/smartfiles/

