
 

平成 28 年 4 月 7 日 

ビジュアル・グラフィックス株式会社 

 

VGI、自動階層化ハイブリッドクラウド・ストレージソリューション「Strato Gateway」販売開始 

オンプレミスストレージとクラウドストレージの長所を融合 

アーカイブ効率・ストレージ管理の飛躍的な進化を実現 

 
 

ビジュアル・グラフィックス株式会社(以下 VGI、150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-1-7、代表取締役社長: 清原康弘)は、 

当社システムインテグレーションによる、自動階層化ハイブリッドクラウドソリューション「Strato Gateway」を、2016

年 5 月下旬から販売を開始いたします。 

 

【概要】 

「Strato Gateway」は当社の開発・インテグレーションによる自動階層化ハイブリッドクラウド・ストレージソリュー

ションです。 

テレビ、CM、映画等さまざまな映像の制作環境において、撮影素材や編集データ、あるいは配信用の映像データは、解

像度やビットレートの向上と合わせてデータサイズが拡大し続けており、映像制作環境では大容量で高速なオンプレミ

スストレージと、容量単価に優れ且つ確実な長期保存が可能なアーカイブ用のストレージの両方および、二者間の効率

の良い連携と、日々増加する膨大なファイル数の映像データの効率の良い管理方法が求められております。 

今回販売を開始する「Strato Gateway」ハイブリッドクラウドソリューションは、高速なオンプレミスストレージと、

長期的に確実なデータ保護が可能な Amazon S3 をシームレスに連携させ、さらに柔軟なポリシー設定による自動階層

化を行なうハイブリッドクラウドストレージ環境を実現し、映像制作環境に求められるストレージに関する課題を解決

いたします。 

VGI は、「Strato Gateway」ハイブリッドクラウドソリューションを、Strato Gateway アプライアンスサーバーおよび、

ソリューションに関連するサービスと合わせて提供いたします。 

Strato Gateway アプライアンスサーバーは、柔軟なポリシー設定によるオンプレミスストレージ / Strato Gateway アプ

ライアンスサーバー / クラウドストレージ間の、映像データの自動ティアリングおよび、オンプレミス環境からクラウ

ドストレージに対する透過的なファイル管理を実現いたします。 

なお、Strato Gateway の開発・インテグレーションに際して、当社はロケット ソフトウェア ジャパン株式会社(以下、

Rocket 社)とパートナー契約の締結を行ない、Strato Gateway の自動ティアリングエンジンには、Rocket 社開発のデー

タ自動管理・アーカイブソリューション・テクノロジーを採用しております。Rocket 社は、企業向け BI (Business 

Intelligence)分野で高い実績があり、StratoGateway で採用した自動ティアリングエンジンは、柔軟なポリシー設定、高

い信頼性・安定性を実現いたします。 

また Strato Gateway が連携するクラウドストレージには圧倒的なシェア率、堅牢性、リーズナブルな価格、使いやすさ

を兼ね備えた Amazon S3 を採用し、当社は AWS の APN Technology Partner Standard に認定されております。 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

[ Strato Gateway ソリューション ロゴ ] 



 

【提供形態・特徴】 

Strato Gatewayアプライアンスサーバー 

1. ローカルキャッシュ領域を持つ HP ProLiant DL380 Gen9 サーバー上に仮想環境を構築したアプライアンスサー

バー 

2. アプライアンスサーバー上で実行されるエンジンによる、オンプレミスストレージ/ Strato Gateway アプライアン

スサーバー/ クラウドストレージ間の自動ティアリング 

3. 自動ティアリングにおける柔軟なポリシー設定 

4. Amazon S3 連携による DR (Disaster Recovery)レベルのデータの確実な保管 

5. クライアント端末 OS からの透過的なファイル・アクセス 

6. ローカルキャッシュ・ボリューム利用によるクライアント端末からの高速アクセス、低レイテンシの実現 

7. 機能付加等将来的な拡張性 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Strato Gateway アプライアンスサーバー ] 

[ Strato Gateway 基本概念図 ] 

① 柔軟な構成が可能なポリシーベースの自動ティアリング 

② クラウドストレージ Amazon S3 への透過的なデータ保存を実現するクラウド連携 

③ ファイルがオンプレミスストレージ / Strato Gateway アプライアンスサーバー / Amazon S3 のどこにあっ

てもローカルにあるファイルと同等の使い勝手を実現 

 
 



 

Strato Gatewayサービス 

1. イニシャルインストレーション:  

 Strato Gateway アプライアンスサーバーセットアップ、オンプレミスストレージ連携、自動ティアリングポ

リシー設定、Amazon S3 接続をワンストップで提供いたします。 

2. 月額サブスクリプションサービス:  

 月額請求によるサブスクリプションモデル。Strato Gateway ライセンス、Amazon S3 使用および AWS サー

ビス使用料、テクニカルサポート料金の請求を一本化し、従量課金に対する請求・支払のプロセスを効率化

いたします。 

 従量課金対象である Strato Gateway ライセンス使用量および Amazon S3 使用量は、AWS 上で動作する当

社開発の監視システムで計測、WEB インターフェースを提供し、ユーザーサイドで、現在の使用量(S3 は大

凡の予測値)が把握可能となります。 

3. アフターサポート 

 オンプレミス、クラウド系ともに問い合わせ、障害切り分け、エスカレーション、トラブルシューティング

のサポート対応を当社で一元対応いたします。サポート費用は上記の月額サブスクリプションサービスに含

まれます。 

【価格】 

 Strato Gateway アプライアンスサーバー 1 式価格: 235 万円（税別）～  

※ハードウェア構成はカスタマイズが可能です。 

 サブスクリプションサービス参考月額費用: 約 15 万円（税別）～ 

※ファイル移動対象オンプレミスストレージ実効容量 10TB, Amazon S3 使用量 5TB の場合 

※金額はオンプレミスストレージの容量、Amazon S3 の使用状況によって変わります。 

【今後の予定について】 

・ 今年 5 月下旬からの販売開始を予定しております。 

・ 初年度に 4 システム、3 年間で 22 システムの導入を目標としております。 

・ 5/19（木）、5/20（金）の 2 日間に開催予定の当社内覧会に「Strato Gateway アプライアンスサーバー」の展示を

予定しております。 

・ Strato Gateway と連携するオンプレミスストレージとして、当初は弊社 SI 製品である、高速ニアラインストレー

ジ「WiredServer」を優先的にサポートしますが、将来的には EditShare ストレージ、または様々な 3rd Party 製品

との連携を行なうことも視野にいれております。 

・ また今後継続的に機能の拡充を企画・検討して参ります。 

 
 

【アマゾンウェブサービスジャパン株式会社からのエンドースメント】 

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 パートナーアライアンス本部 本部長 今野 芳弘 

アマゾン ウェブ サービス ジャパンは、Strato Gateway の提供開始を歓迎いたします。Strato Gateway と､高い性能、

信頼性、拡張性および堅牢性を兼ね備えたセキュアな Amzon S3 が連携した本サービスのリリースにより、放送、映像

制作の環境においてお客様が抱えているデータサイズの拡大に対応、解決することで、お客様の映像制作の効率化を支

援します。また、今後本サービスのイベント、セミナーなどの開催を通して、より多くのお客様へ問題解決を提案でき

ることを期待しております。 

 

※アマゾン ウェブ サービス、AWS、Amazon Simple Storage Service、Amazon S3 は、米国その他の諸国における、

Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 

 
 

お問合せ先: 

ビジュアル・グラフィックス株式会社 

セールスマーケティング企画部 伊与木・南 

Strato Gateway 製品ページ URL: http://www.vgi.co.jp/solution/StratoGateway/index.html/ 

TEL: 03-6277-1891        
Email: smp@vgi.co.jp 

以上 

http://www.vgi.co.jp/solution/StratoGateway/index.html/
mailto:smp@vgi.co.jp

