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アルゴグラフィックスとアイシロン、クラスタ ストレージ製品の販売で提携 

デジタルコンテンツの大容量化が急速に進展している市場に向け、 

ブロードバンドタワーとの 3 社協業体制を確立 

 

 

 

 

 

 

2007 年 9 月 4 日―株式会社アルゴグラフィックス（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員 （兼）

COO：澤田 米生、以下アルゴグラフィックス）とアイシロン・システムズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締

役社長：瀧口 昭彦、以下アイシロン）は、アイシロンのクラスタ ストレージ製品「Isilon IQ シリーズ」の販売にお

いてリセラー契約を締結いたしました。デジタルコンテンツの大容量化が急速に進展している市場に向け、国内

一次代理店の株式会社ブロードバンドタワー（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 高根、以下ブロード

バンドタワー）とともに「Isilon IQ シリーズ」の拡販を図ります。 

 

昨今の設計製造分野において多くの企業がかかえる製造プロセスの課題として、試作レス／試作回数の削減、

開発期間の短縮／効率化によるコスト削減があげられます。このような要求に対するソリューションとして、2 次元

データをベースとした設計製造の流れから 3 次元データ化への移行が今や必須条件になりつつありますが、同

時に、2 次元データから 3 次元モデルへの移行、それに伴うシミュレーションや解析データによるデータ量の爆発

的な増加とその管理、並びにデータへのアクセス数の飛躍的な増加も見逃せません。 

 

これら全ての要求に対応するために、アルゴグラフィックスが長年培ってきた総合的なシステム構築技術力と、

非構造化データを得意とするアイシロンのクラスタ ストレージ製品を組合せたソリューションを、自動車、電機とい

った製造分野を中心に積極的に販売していく方針です。 

また、アルゴグラフィックスは、ブロードバンドタワーと連携し、デジタルデータの大容量化が進む印刷・医療業

界など、製造業以外の幅広い分野のユーザに対しても「Isilon IQ シリーズ」の販売を強化してまいります。  

 

アルゴグラフィックス、ブロードバンドタワー、アイシロンは、3 社協力の下、大容量化が進む日本のストレージ

市場においてさらなるシェア拡大を目指します。 

 

 

■Isilon IQ クラスタ ストレージの主な特徴 

Isilon IQ クラスタ ストレージ システムは、単一ファイルシステムで最大１.6 ペタバイト、トータルスループ

ットで最大 10 ギガバイト/秒の卓越した拡張性に加えて、容量とパフォーマンスの増強がわずか 60 秒で

完了、業界に先駆けた先進技術である N+1～N+4 のデータ保護機能を装備しています。更に、ファイル単

位、フォルダ単位で保護レベルの設定・変更を自由に行えるなど他に類を見ない柔軟性も兼ね備えているだ

けでなく、Web ブラウザによる容易な運用・管理やバーチャル・ホットスペアによるコストの削減、マルチノー

ド・クラスタ技術を標準装備することによる大幅な信頼性の向上を実現しています。 
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アルゴグラフィックスの澤田代表取締役社長執行役員（兼）COO は、今回の提携に対し次のように述べて

います。「データ量の爆発的な増加により、ストレージシステムの大容量化と高速性が望まれています。さらに

は管理や保存などデータのライフサイクル管理が避けては通れない課題となっています。今回の提携により、

製造業はもとより HPC 分野、データセンター、官公庁や大学などの大量のデジタルコンテンツを保有する分

野において新しいストレージ・ソリューションの展開が可能となります。Isilon IQ クラスタ ストレージにより、 

多くのお客様が期待するサービスを提供できるものと確信しています。」           

 

ブロードバンドタワーの中村代表取締役社長は次のように述べています。「今回の提携により、国内データ

センターサービスでトップクラスの技術と品質を自負する当社と、部品の設計、品質検証のシステム開発分野

において優れた技術を持つアルゴグラフィックス、そして世界的にも優れた技術を保有するアイシロンが各分

野におけるそれぞれの強みを組み合わせ、より広範な領域での販売展開が可能となります。また、3 社協力

の下でスピーディかつ顧客ニーズに沿った提案が行える体制を確立できることは、当社の戦略である“ユーテ

ィリティコンピューティング”にも合致するものであります。」 

 

アイシロンの瀧口代表取締役社長は次のように述べています。「設計製造分野ならびに HPC の分野にお

けるアルゴグラフィックスのノウハウや実績、信用と Isilon IQ の組合せは、同分野において非常に強力な相

乗効果を生み出し、増大するデータの管理や保存といった従来からの課題へのソリューションを提供するだ

けでなく、設計・開発期間の短縮、TCO の削減、設計・製造や解析プロセスの改善などにも大いに貢献する

ものと確認しております。更に、ブロードバンドタワーのデータセンター事業を核としたコロケーションサービス

や各種ソリューションサービスとの融合により、ASP や Web 2.0 といった新たなサービスへのブレークスル

ーを生み出すものと期待しています。」  

 

 

【アルゴグラフィックスについて】 

アルゴグラフィックスは、国内の製造業各社に対し、製品・部品の設計及び性能や品質の検証を行うため

のコンピュータ・システムの販売を行うと共に、お客様がそれらシステムを効率的、且つ安定的に運用するた

めに必要な各種のテクニカル・サービスを提供することを中核的な事業としております。また、同社は CAD シ

ステム以外に、政府系研究所や大学向けに、各種の科学技術計算用の高速計算システムを販売し、ネットワ

ークを含めたコンピューティング・インフラの整備業務も行っています。 

 

社名：  株式会社アルゴグラフィックス 

本社所在地： 東京都中央区日本橋箱崎町 5 番 14 号 

代表者：  代表取締役社長執行役員（兼）COO 澤田 米生

設立：   1985 年 2 月 19 日 

資本金：  1,337,718,300 円 （2007 年 7 月 31 日現在） 

事業内容： ○WS（ワークステーション）、パーソナルコンピュータ、各種コンピュータ・デバイスの販売、 

    開発、保守、教育  

○メカニカルＣＡＤ/ＣＡＭ/ＣＡＥシステムに関するソフトウェアの販売、開発、保守、教育  

○ハイパフォーマンス・コンピューティング・システムの販売、開発、保守、教育  

○海外ハードウェア、ソフトウェア製品の輸入、販売 

URL：   http://www.argo-graph.co.jp/
 

 

【ブロードードバンドタワーについて】 

ブロードバンドタワーは、高度な運用技術と信頼性の高いコローケーションサービスや、仮想化技術を活用

したホスティングサービスなどのインターネットデータセンターサービスを提供しています。 昨今の IT システ

ムの複雑化に対応する高付加価値なソリューションを有し、インターネット関連企業から高い信頼を得ていま

す。 

http://www.argo-graph.co.jp/
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社名：  株式会社ブロードバンドタワー 

（大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」 証券コード 3776） 

本社所在地： 東京都港区赤坂 4-2-6 住友不動産新赤坂ビル 7 階 

代表者： 代表取締役社長  中村 高根 

設立：  2000 年 2 月 

資本金： 2,245,030,480 円（2007 年 8 月 22 日現在） 

事業内容：      ○プラットフォーム事業 

○メディアソリューション事業 

http://www.bbtower.co.jp/ 
 

【アイシロン・システムズについて】 

アイシロンはクラスタ ストレージ分野におけるイノベータとして、企業におけるデータを情報に、情報をブレ

ークスルーに変える業界最高の製品・サービスを提供しております。数々の賞を受賞してきた Isilon IQ は、

インテリジェントな分散ファイルシステム OneFS と最新の業界標準ハードウェアをモジュラ化させることで、

管理におけるコストならびに複雑さを大幅に削減すると同時に、重要なビジネス情報への迅速なアクセスを実

現しました。さらに詳しい情報は http://www.isilon.jp/ もしくは http://www.isilon.com でご覧いただけ

ます。 

 

社名：  アイシロン・システムズ株式会社 

本社所在地： 東京都渋谷区代々木 1-22-1 代々木１丁目ビル 12F 

代表者：  代表取締役社長 瀧口 昭彦 

設立：   2005 年 

資本金：  20,000,000 円 

事業内容： ○クラスタ ストレージシステム（Isilon IQ シリーズ）提供 

   ○分散ファイルシステムソフトウエア（OneFS®）提供 

○リモート・リプリケーションソフトウエア（SyncIQ®）提供 

○データ保護ソフトウェア（SmartConnect™）提供 

○データ管理ソフトウェア（SnapshotIQ™）提供 

○階層型データアーカイブソフトウェア（MigrationIQ™）提供 

○クオータ管理＆シン・プロビジョニングソフトウェア（SmartQuotas）提供 

URL： http://www.isilon.jp/ 及び http://www.isilon.com/
 

*Isilon 、Isilon Systems 、Isilon IQ は、米国 ISILON Systems Inc.の商標または登録商標です。 

 その他、記載された会社および製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 

 

お問い合わせ先：  

            株式会社アルゴグラフィックス カスタマサービス事業本部 

            TEL： 03-5641-2007 FAX： 03-5641-2011 
            E-mail： info@keel.argo-graph.co.jp
 

株式会社ブロードバンドタワー 営業本部 

TEL： 03-5573-8177 FAX： 03-5573-8176 
E-mail： bbtower-info-web-j@bbtower.co.jp

 

 アイシロン・システムズ株式会社 マーケティング本部 

TEL： 03-5358-7188  FAX： 03-5333-4443  
E-mail： marketing-jp@isilon.com

                                                     以上 
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