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EMC の次世代
情報インフラストラクチャ戦略
情報のライフサイクル全体をカバーする「情報インフラストラクチャ」戦略のもと、
「情報の保存」、
「情報の保護」、
「情報の最適化」、
「情報の活用」の領域にフォーカスしたビジネスを展開する EMC。デジタル宇宙の膨張を背景に、業務中心の情報システムから情報
中心のインフラストラクチャ構築を提唱する EMC の「次世代情報インフラストラクチャ」戦略を紹介する。
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図 4 防御線型＋情報中心型セキュリティ
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