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近⽇開始予定
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IBM Notes/Domino のクラウド化

nIBM Domino サーバー環境をクラウド化するソリューション

標準アプリケーション
（ディスカッション・⽂書ライブラリ等）

カスタム・アプリケーション

メール＆カレンダー

ファイル共有
プロフィール（社員名簿）

チャット

Notes/Domino サーバー環境 クラウド・ソリューション

コラボ
機能

アプリ
プラット
フォーム

IBM Connections Cloud

IBM Domino Application on Cloud
本⽇ご紹介
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ご参考：IBM Connections Cloud とは
nメール＆カレンダーを含むコラボレーション機能をクラウド提供

Verse に含まれる機能

Verse

Web ミーティング ソーシャル・コラボレーション

リアルタイム・コラボレーション メール ＆ カレンダー ファイル・ストレージ ＆ 共有

Connections

Files
Connections

Chat

プロフィール &
マイクロ・ブログ

コミュニティー

タイムライン

Connections

Meeting アクティビティーコミュニティー

ブログ アイデア･ブログ

Wiki フォーラム

ポータル イベントOrient MeActivity Stream

IBM
Notes/Domino
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標準アプリケーション
（ディスカッション・⽂書ライブラリ等）

カスタム・アプリケーション

DAC（IBM Domino Application on Cloud）とは

nDomino アプリ実⾏環境（＝Domino サーバー）をクラウド提供
nオンプレミスと同じ組織認証者を使⽤可

標準アプリケーション
（ディスカッション・⽂書ライブラリ等）

カスタム・アプリケーション

メール＆カレンダーコラボ
機能

アプリ
プラット
フォーム

Traveler

本
番

/開
発

同じ
組織認証者

単位認証者
ID を作成
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標準アプリケーション
（ディスカッション・⽂書ライブラリ等）

カスタム・アプリケーション

DAC（IBM Domino Application on Cloud）とは

nカスタム・テンプレートを⽤いて Domino アプリを作成
nオンプレミス⇆クラウド間で Domino アプリを複製
n同じクライアント環境からクラウド上の Domino アプリを利⽤

標準アプリケーション
（ディスカッション・⽂書ライブラリ等）

カスタム・アプリケーション

メール＆カレンダーコラボ
機能

アプリ
プラット
フォーム

Traveler

本
番

/開
発

Notes クライアント / ICAA
Web ブラウザ

複製

Domino
アプリ

Domino
ディレクトリ
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提供サービス
標準提供 オプション提供

ü データベースのホスティング
ü データベースのメンテナンス
ü Notes 、ICAA、Web からの利⽤
ü 保存データの暗号化
ü Domino 機能の利⽤（メール配信

/エージェント実⾏等）
ü データのバックアップ＆リストア
ü 専⽤サーバーの利⽤
ü Domino サーバーアップグレード
ü ⽉次レポート提供（利⽤状況/メ

ンテナンス計画/お知らせ）

ü 開発環境利⽤
ü サーバー冗⻑化（Domino クラス

タリング）
ü DAOS 有効化
ü Domino Access Service 使⽤
ü ⾃社組織認証者 ID 使⽤
ü ⾃社 SSL 証明書利⽤
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利⽤開始

n既存 Domino アプリのオンボーディングまでの流れ

アプリケ
ーション
の棚卸し

1
アプリケ
ーション
の分類

2

ご契約

3
お客様環境
のプロビ

ジョニング

4

ACL
設定

A
複製の作成

B
複製による
差分更新

C
旧アプリに
リダイレク

ト設定

D

5
アプリケーションのオンボーディング
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オンプレミスと DAC の違い
オンプレミス DAC 

データセンター お客様データセンター IBM データセンター
アクセス イントラ インターネット
利⽤クライアント Notes、ICAA、Web、そ

の他（LDAP, POP, IMAP, etc)
Notes、ICAA、Web

サーバー運⽤保守 お客様 IBM
メンテナンス お客様 IBM
バックアップ＆リストア お客様 IBM
データベースサイズ 25GB 以上可 25GB 未満
ドメイン＆サーバー管理 お客様 IBM
Domino アプリ管理 お客様 お客様
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データセンター

nTier 1 ロケーション
• US：アメリカ
• AP：⽇本
• EU：ドイツ、オランダ

nTier 2 ロケーション候補
• オーストラリア
• インド
• 中国

…順次拡⼤予定
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アーキテクチャー
nコンテナーにデプロイされた

Domino サーバーがアプリ
ケーションをホスト

n⾼セキュリティー環境を実現
• 外部通信はすべて暗号化
• ファイヤーウォールを設置
• ロードバランサーが接続を割り振り
• 外部からプライベート・ネットワークへの

直接アクセスを禁⽌

n共通コンポーネントは運⽤管
理PODに配置

nお客様毎に暗号化されたスト
レージを提供
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ライセンス

n2017年11⽉ に PA で提供開始予定
n契約の最短期間：1年
n契約の最⼩アプリ数：10

• .nsf データベース単位
nBYOL (Bring Your Own License) モデル

• Notes/Domino の有効な SS&S が必要
üIBM Domino Server & CAL
üIBM Domino Utility Server 、、、など
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デモ

PAパーツで利⽤可能な環境とは⼀部異なります。
（PAパーツを契約して利⽤する環境では、セットアップ＆
管理⽤のデータベースが提供される計画のため⼿順は異な
る⾒込みです）
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デモ環境概要
• デモ環境は、下記の3つの環境を同⼀組織認証者にて構成しています。

• オンプレミス環境の Domino サーバー（IBM Cloud Infrastructure上）
• IBM Domino Applications on Cloud 環境の Domino サーバー
• IBM Verse/SmartCloud Notes サービス（ハイブリッド構成）

Domino
ディレクトリ

Domino
アプリ

Domino
アプリ

メールDB

Verse/SmartCloud Notes
サービス

オンプレミス環境Domino Applications on Cloud
サービス

アプリ
サーバー

アプリ
サーバー

メール
サーバー

パススルー

複製複製

複製

←新規セットアップ



16

デモ環境のセットアップ
1. DAC 環境のセットアップ⽅法を決定

• IBM が⽤意する組織認証者 ID を使⽤する
• 個別に⽤意する組織認証者 ID を使⽤する

• サーバーIDを提供する or 組織単位認証者IDを提供する

2. 個別の組織認証者 ID を使うための準備＆提供
• DAC 管理者 ID の準備
• Domino ディレクトリに DAC ⽤サーバー ID を新規登録
• システムデータベースを準備（names.nsf、Admin4.nsf、events4.nsf、ddm.nsf）
• SSL/TLS 証明書を準備 ※⾃⼰証明書を準備中
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デモ環境のセットアップ（続き）
3. IBM管理者がDAC上にDominoサーバーをデプロイ

• Domino サーバーインスタンスをセットアップ
• ⽇本語ランゲージパックを適⽤
• IPアドレスを提供

4. セットアップされたサーバーへのアクセス
• 提供されたIPアドレスを使ってサーバー接続⽂書を作成
• 提供されたIPアドレスでDNS登録 ※独⾃ドメインを使⽤するため準備中
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デモ環境へアクセス
• 例：Notesクライアントからアクセス

トレース実⾏例 データベースアクセス例
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デモ環境へアクセス
• 例：管理クライアントからアクセス

ファイルタブ例 show server 実⾏例
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デモ環境へアクセス
• 例：管理クライアントからアクセス（2）

show task実⾏例
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デモ環境の利⽤
• 例：新規データベースの作成

新規アプリケーション作成例 データベースアクセス例

新規作成
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デモ環境の利⽤
• 例：エージェントをスケジュール実⾏

トレース実⾏例 コンソール出⼒例

スケジュール実効
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デモ環境の利⽤
• 例：Notesメールを送受信

Verseからメール送信DAC上アプリで受信例

NRPC配信
開く

メール配信
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関連情報
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JUMP Session: IBM Domino Applications on Cloud
n11⽉8⽇に開催されたセッションで使⽤された資料及び録画が下記サイトで公開
nhttp://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27050470
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JUMP Session: IBM Domino Applications on Cloud
Q&A（質問の⼀部を紹介）
Q:データベース単位での課⾦とのことだが、1アプリケーション＝1Notes
データベース（NSF）か？
Q:データベース単位での課⾦とのことだが、利⽤ユーザー数に制限はない
か？
Q：25GBがサイズ上限だが、論理サイズが？物理サイズか？
Q： 25GBがサイズ上限は、今後拡張する計画はあるか？
Q：DAC移⾏後に管理者は何ができるのか？
Q：データベースは誰が、どんな⽅法で移⾏できるのか（複製？ファイル転
送可能？）
Q：IBM Verse とハイブリッド構成で使えるか？ハイブリッドが構成が必
要か？
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JUMP Session: IBM Domino Applications on Cloud
Q&A（質問の⼀部を紹介）
Q：外部とのメール送受信は可能か？
Q：システム関連DB（names.nsf や Admin4.nsfなど）は課⾦対象か？
Q：テンプレートは課⾦対象か？
Q：API で接続できるか？
Q：ディスクスペースは動的に増加するのか？
Q：Java Servlet はサポートしているか？
Q：アンチウィルスソフトは導⼊されているか？
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まとめ
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「コラボ」＆「アプリ」でクラウド活⽤
nインフラ＆運⽤はスリムに！
n利⽤拡⼤＆機能拡張は柔軟かつスピーディーに！！

標準アプリケーション
（ディスカッション・⽂書ライブラリ等）

カスタム・アプリケーション

メール＆カレンダー

ファイル共有
プロフィール（社員名簿）

チャット

Notes/Dominoサーバー環境 クラウド・ソリューション

コラボ
機能

アプリ
プラット
フォーム

IBM Connections Cloud

IBM Domino Application on Cloud

Coming soon !
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Thank You !


