
Rackspace Service  

Blocks™: Microsoft 
Azure “Discover & 
Enhance” 
既存の Azure 環境を、セキュリティ、可用性、オペレーショナ
ル・エクセレンスのベストプラクティスに対応させます。 

今日のハイパースケールパブリッククラウドは、デジタルトランスフォーメーショ

ン（DX）の触媒として、これまで以上に柔軟性、俊敏性、コスト削減を実現して

います。Microsoft® Azure®クラウドへの移行を計画する場合、クラウドが提供する

すべての機能と利点を最大限に活用できるよう、Azure 環境を設計することが重要

です。Rackspace は、最適なパフォーマンス、セキュリティ、コスト効率を実現す

るためにお客様のクラウド環境をカスタム設計し、その導入を完全に管理します。 

Microsoft Azure “Discover & Enhance” の利点 
Rackspace Service Blocks™ for Managed Public Cloud は、アーキテクチャ、デプロ

イメント、運用サポート、高度な技術サポートなど、特定のクラウドニーズに対応

したカスタマイズ可能で柔軟なクラウドソリューションを提供します。Discover & 

Enhance Service Block は、当て推量を排除し、既存のソリューションがセキュリテ

ィ、可用性、およびオペレーショナル・エクセレンスにおいて業界のベストプラク

ティスを確実に満たせるようにします。 

Discover & Enhance では、Rackspace のエキスパートがお客様の既存の Azure クラ

ウド環境を評価し、強化すべき領域を特定します。お客様のご意見をもとに、

Rackspace のエンジニアがベストプラクティスを適用してお客様のパブリッククラ

ウドインフラを更新するため、コストを最小限に抑え、可用性、セキュリティ、パ

フォーマンスを最大化しながら、お客様のビジネスニーズを継続的に満たすことが

できます。 

Discover & Enhance Service Block は、Platform Essentials Service Block によって既に

サポートされているすべての Azure クラウド環境で利用できます。この Service 

Block を購入すると、Manage & Operate Service Block を追加して、パブリッククラ

ウド環境の継続的な管理をより高いレベルにアップグレードするオプションも用意

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rackspace について 

Rackspace は、クラウド、ア プリケーシ

ョン、セキュリティ、データ、およびイ

ンフラストラクチャの分野における信頼

のパートナーです。 

 2020 年版 Gartner 社の「パブリック 

クラウドとマネージドサー ビスの

マジック・クアドラ ント （Public 

Cloud Infrastructure Professional and 

Managed Services）」レ ポートで、

Rackspace は リーダーの評価を獲得 

 Gartner 社より HIPAA 対応クラウド

サービスプロバイダーとして認定 

 HITRUST CSF 認証取得の専用ホステ

ィング環境 

 3000 名を超えるクラウド 専門家 

 Fortune 100企業の半数以上が利用す

るプロバイダ 

 150カ国以上のお客様 

認定 

 Microsoft認定資格の取得者が1300人以

上 

 Microsoft Partner認定を13保持 

 Microsoft Hosting Partner of the Yearを5

回以上受賞 

 Azure Expert MSP (マネージドサービ

スプロバイダ） 

 Azure Kubernetes Elite Partner 

 コンプライアンスへの適合：  

ISO 27001, PCI, SSAE 1, SOC, GDPR, 

CPS, HIPAA, FedRAMP, FISMA and 

DFARS 

アイレット株式会社について 

• ハイブリッドやマルチクラウドのソ

リューションを日本で提供するクラ

ウドシステムインテグレーター 

• KDDI、iret、Rackspaceの3社が提携

し、2019年から日本向けにクラウド

マネジメントサービスを提供 

• クラウド専門のKDDI完全子会社であ

り、東京都心に拠点を置く 

 
 
 
 
 
 
 



Fanatical Experience™ 
お客様が本来の業務を正しく遂行するためのクラウドの専門家。 Rackspace は、コンサルティングから日々の運用に至るまで、24

時間 365 日利用できるサービスと高度なツールと自動化機能を組み合わせて、必要なときに必要なテクノロジーをお客さまにお届

けします。

 

主なサービス内容 

マルチポイントのベストプラクティス評価:自動化されたツールを使って、Rackspace が Microsoft のパートナーの意見を取り入れて開

発した基準に基づいて、お客様の環境を評価します。 

既存のアーキテクチャの改善: お客様のご意見をもとに、Rackspace はお客様の Azure クラウド環境を強化できるよう変更を実施します。 

パブリッククラウドに関する深い専門性：Discover & Enhance Service Block では、パブリッククラウドソリューションの設計と導入のエキス

パートであるソリューションアーキテクトとビルドエンジニアと連携して作業を行います。彼らは認定資格に加え、セキュリティ、可用性、

パフォーマンス、コスト効率など、パブリッククラウドの中核となる要素について幅広い経験を備えています。 

Manage & Operate へのトランジッション：既存のデプロイメントを運用管理のため Rackspace に取り込む場合、Discover & Enhance 

Service Block では、Manage & Operate Service Block を介して継続的な管理が可能になります。本 Service Block と Manage & Operate Service 

Block を組み合わせると、お客様のソリューションはセキュリティ、監視、アラートに関する Rackspace のベストプラクティスで構成され

ます。お客様の業務をサポートするインフラに対し、Rackspace のクラウドベストプラクティスで安全を確保しつつ、即座に運用可視性を

備えることができます。 

プロジェクトの一元管理： Discover & Enhance Service Block では、Onboarding 

Manager がお客様のチームの一元的な連絡先およびエスカレーション窓口となり、

Rackspace の成果物、リスク、スケジュールをトラッキングします。 

簡単なご相談から開始: 既存の Azureクラウドを導入するための最初のステップは、Rackspaceのソリューションアーキテクトとのミーテ
ィングです。アーキテクトは、お客様の既存のパブリッククラウド環境について無料でアセスメントを行います。アセスメントに基づき、

Rackspace のエキスパートがお客様とともに、Discover & Enhance の範囲内でお客様が Rackspace に期待される機能拡張を選択します。 

追加サービス 

どのビジネスも固有の課題に直面する中、 Rackspace Service Blocks™ は、お客

様のクラウド移行の段階にかかわらず、常に変化し続けるニーズに対応するため

に柔軟性に優れた専門的なクラウドソリューションを提供します。その他の

Service Blocks は以下の通りです。 

Platform Essentials:  

アカウントとユーザー権限を統合管理できるコントロールパネルを提供し、

Rackspace のクラウド専門家に 24 時間 365 日アクセスできます。 

Architect&Deploy:  

認定クラウドアーキテクトが、お客様固有の要件にあわせてクラウドインフラス

トラクチャを設計、構築、導入します。クラウドアーキテクチャのベストプラク

ティスを活用して最適なパフォーマンスと信頼性を実現します。  

Manage&Operate:  

認定された専門家のチームによる 24 時間 365 日の運用サポートと、強化されたツ

ールにより、クラウドインフラの管理とモニタリングを行い、運用の負担を軽減

します。 

 



次のステップへ！ 

Rackspace の Microsoft Azure Service Blocks™でお客様の目的達成に向けご相談を承ります。 
 
アイレット株式会社 
〒105-6307 東京都港区虎ノ門 1-23-1 
虎ノ門ヒルズ森タワー7F 

Learn more: www.rackspace.jp/cloud/public  

Call: 0800-300-4058 
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