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シャドー IT の難題の解決

マルチ・ソースの運用モデルを採用することで革
新を後押しできる
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はじめに

ほんの 5 年前、
クラウド・インフラストラクチャでワークロードを実行して
いた組織は 10 社のうち 2 社未満でした。1 現在まで話を進めると、
Rightscale が最近行った調査では、93 パーセントの組織がプライベート
とパブリック・クラウド機能の組み合わせを使用していることを示してい
ます。2 サービスとしてのソフトウェア
（SaaS）やサービスとしてのインフラ
ストラクチャ
（IaaS）のいずれであっても、パブリック・クラウド機能はオン
ラインで幅広く利用できます。
また、会社がハードウェアを購入する必要
がないため、設備投資は不要です。職場で協力するためのツールや、新
しいアプリケーションを立ち上げたり、既存のサービスを拡張するため
の共有ストレージが必要なスタッフや事業部門による調達が可能です。
パブリック・クラウドは、私たちが現在目にする多くのイノベーションの根
底となる新しいレベルの俊敏性と簡素性を提供します。
従来の IT 組織の多くは、同程度の俊敏性や柔軟性を持つ機能を提供
しようと奮闘しています。例えクラウド・インフラストラクチャへ切り替え
を行っても、従来のワークフローや手動による介入、
ビジネス調達要件
によってスピードが低下することが多くあるため、パブリック・クラウド体
験の簡素性や俊敏性を一致させることは困難です。
これらの課題によ
り、組織内の IT 担当者を介せずに IT 機能を調達するビジネス・ユー
ザーの数が増えています。業界ではこれをシャドー IT と呼びます。ユー
ザーや開発者がシャドー IT を使用するのはイノベーションを加速
化し、新しい機能の製品開発期間を短縮できるオンデマンドの機能のた
めです。
ただし、
シャドー IT に簡単にアクセスすることにはリスクが伴い、従来
の IT 組織の多くがこの問題の解決に対する圧力に悩まされています。
つまり、ユーザーは自分たちのクラウド・アクティビティを常に IT に知ら
せていないため、多くの IT 組織は自分たちのスタッフがどのクラウド・
サービスを使用しているかを把握していません。IT はどこにデータが格
納されているか、
データ・セットが保護されているかどうか、
データやアプ
リケーションのバックアップが行われているか、長期的なビジネス要件
に合わせて機能が拡張されるのか、そしてコストがいくらなのかを把握
していません。
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IT 組織は圧倒的な代替策を提供することで シャドー IT を解
決しなければならないことが明らかとなっています。
パブリッ
ク・クラウドはユーザーに高い柔軟性を提供し、IT はもはや同
等品である、
オンデマンド・サービスに対するニーズを虫するこ
とはできません。事実上、IT 組織はリスクのないシャドー IT
機能とメリットを提供する必要があります。IT 組織がオペレー
ションの最適化（俊敏性やスピードの制約を受けずにクラウド
機能を調達・提供するための自動化された、堅牢で柔軟性が高
いアプローチ）
を提供できなければ、ユーザーは IT の監視の
外でクラウドを購入し続けるでしょう。全体的な目標はシャドー
IT を抑制するのではなく、含有する方法を見つけることです。

組織を効率的にサポートするため、IT 運営は次の 3 つの質問
を解決する必要があります。
	1. ユーザーがパブリック・クラウドを購入するための、認可さ
れた自動プロセスを提供するにはどうすればよいですか?ユ
ーザーがパブリック・クラウドを購入しており、今後もこれを続
けることは明確です。ユーザーがコストの課題やビジネス・リ
スクにつながらない方法で価値の仕様を継続できるよう、IT
はどのようにして、パブリック・クラウド消費を統合し、標準化で
きますか?
	2. シャドー IT に関連するセキュリティやデータのリスクをどの
ように解決しますか?クラウドが数十のクラウドに広がっている
様子を想像してください。
IT が不規則な広がりを管理するに
はどうすればよいですか?可視性がない状態では、数百ものワ
ークロードをどのように監視、管理、保護すればよいでしょうか?

この記事では、IBM cloudMatrix によって IT オペレーション
がシャドー IT アクティビティの統合を開始し、体験とスピード
を改善し、組織的行動の転換をサポートする 3 つの方法を提
供するしくみについて説明します。IBM cloudMatrix を使用す
ることで、企業は既存リソースを検出し、新しいリソースに対す
る可視性や、
シャドー IT と同等の代替品を提供するアプロー
チを考案することができます。組織は小さな機能から開始し、
必要に応じて機能を拡張できます。

	3. イノベーションに必要なスピードや俊敏性を犠牲にするこ
となく、パブリック・クラウドのアクセスや活用をコントロール
するにはどうすればよいでしょうか?ビジネスは、IT がオペレ
ーションを妨げるのではなく成功に導くことができることを当
てにしています。調達、
コスト管理、
ガバナンスおよび管理を整
理するにはどうすればよいでしょうか?

従来の IT 組織の多くは、同程度の俊敏
性や柔軟性を持つ機能を提供しようと
奮闘しています。

これらの質問の解決は簡単ではありませんが、方法があります。

前進するための方法: IBM cloudMatrix

IBM cloudMatrix は 3 ステップでパブリック・クラウドのような
俊敏性を提供するソリューションで組織をサポートします。

質問の検討

IT 部門は長い年月をかけ、企業全体の技術的インフラを管理
する構造やプロセスを構築します。構造やプロセスが増えるに
したがい、俊敏性が低下し、結果としてビジネス・ユーザーの
現在のニーズへの対応速度が遅くなります。IT がサポートを
必要としても、会社を保護するプロセスが妨げになる場合があ
ります。

ステップ 1）既存のリソースを検出して同期する

最初は、
クラウド内に現在どのようなリソースがあるかを把握し
ます。IBM cloudMatrix を使用することで、IT 組織は主要なクラ
ウド・プロバイダーから既存の資産を検出および同期するのに
役立ちます。
これらの隠れたリソースを一元化された場所に集め
ることで、IT は既存のリソースの詳細なビューを手に入れ、将
来のアプリケーション・アーキテクチャでタグを付けて活用する
ことができます。

これらの制限に逆らうことはできません。端的に言うと、ユーザ
ーは数時間や数日の間ただ座ってコンテナー画像や仮想マシ
ンを待ってくれません。彼らは、遅延や複雑性のないオンザフ
ライの計算、
ストレージ、帯域幅を必要としています。IT が提
供できなければ、ユーザーはどこか別の別の場所へ行ってしま
うでしょう。

IT は標準 IT 調達プロセス以外で購入・使用されているリソー
スを把握しようと奮闘しています。
この機能により IT とユーザ
ーは既存のプロバイダー・アカウントからリソースを検出し、
IBM cloudMatrix に表示できるようそれらのリソースを同期す
ることが容易になります。
リソースを一か所に集中させることで、
IBM cloudMatrix は IT がセキュリティ手順を大々的に確認で
きるようサポートします。IT はユーザーがパブリック・クラウドを
どのように使用しているかを把握でき、
コスト管理や将来の計
画に役立てることができます。
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ステップ 2）新しいパブリック・クラウド展開を追跡する

IBM cloudMatrix は高度に自動化され、
より簡単に調節可能な、マルチ環境編
成・管理エンジンです。

IBM cloudMatrix を使用することで組織は一元化されたスト
アからパブリック・クラウド製品を提供でき、IT はユーザーが
パブリック・クラウド機能を消費すると同時に資産を追跡し、
使用状況を追跡できる新しい方法を手に入れることができ
ます。組織には、完全に管理されたソリューションを提供す
るプロセスがまだない場合があります。
そのような場合でも、
IBM cloudMatrix を使用することで優れた可視性と洞察を手
に入れ、同時に IT のカタログ使用に向けてユーザーを促し始
め、
シャドー IT の需要と活用を削減することができます。

見方を変えれば、IT オペレーションをイノベーション・エンジ
ンに帰るために存在するツールです。迅速なプロビジョニング
についてユーザーが頼りにできる標準化ブループリントとフレ
ームワークを使用し、IT オペレーションヲ手動で痛みに満ちた
存在から、IT 調達の自動化されたセルフサービス・モデルへと
切り替えるようサポートします。

IBM cloudMatrix では、標準小売価格を使用するか、契約価
格を適用して、
あらかじめ用意されたカタログで主要プロバイ
ダーの使用を開始することができます。IT 管理者はカタログ
に表示される内容をカスタマイズできます。

この仕組みを説明するシナリオを探索してみましょう。

ユーザーは IT の関与や可視性を受けることなく AWS を使
用しています。
これにより、組織には隠れたコストが発生し
ています。IBM cloudMatrix を実装すると、ユーザーは
IBM cloudMatrix マーケットプレイスから AWS 容量を利用
できるようになります。ユーザーはパブリック・クラウド調達、
プレ・パッケージ・ソリューション、社内リソースの統合された
店舗にアクセスできます。つまり、同じ社内ポータルからオン
プレミスとオフプレミスの両方のリソースを利用できます。

ステップ 3）認証済リソースを使用するインセンティブを作
り出す

IBM cloudMatrix を使用してさまざまなパブリック、
プライベー
ト、仮想展開オプションからあらかじめパッケージ化され、吟味
されたソリューションを含む堅牢なマーケットプレイスを構築
し、
デリバリーのスピードを上げるため、
オンプレミスとオフプ
レミスのリソースで自動化された展開を提供します。

マーケットプレイスからパブリック・クラウド・リソースを購入す
ると、仮想データセンターや事業部門に関するタグが追加さ
れ、素早く識別することができます。利用状況とユーザーを結
び付けるのが簡単になります。

IBM cloudMatrix を使用することでソリューションのブループ
リントを構築、管理ポリシーを組み込み、承認プロセスを自動
化するのが容易になります。IT cガバナンスを生みこむ同等の
オプションやプロセスを提供でき、それによってスピードや俊
敏性に対する影響を大幅に削減します。

IT は容易に使用量のアラートを設定し、セキュリティ設定を確
認、使用状況を追跡できます。使用パターンによって問題が発
覚した場合、IT はユーザーに高度なサービスを提供し、不具
合を積極的に修正できます。

組織に最適なオプションや押しつけがましくない管理を選択す
るツールという優れた選択肢を提供し、ユーザーが求めるスピ
ードや俊敏性とともに、IT が必要とする可視性とコントロール
を提供します。

IBM cloudMatrix は主要プロバイダーの請求書を自動的に同
期します。実際の費用と IT の見積もりを比較します。経費が範
囲外となっている場合、IBM cloudMatrix はアラートをトリガ
ーし、ユーザーと協力して問題を解決します。
この状況が発生
した場合、組織は経費を監視し、異常を特定して経費を制限で
きます。

IBM cloudMatrix が重要な理由

IBM cloudMatrix は障壁のない、パブリック・クラウドの認証消
費方法を提供することにより、ユーザーが新しいやり方でユー
ザーをサポートできるようサポートします。同時に、
クラウド・リ
ソースに対する新しいレベルのアクセスや可視性を提供しま
す。IT はユーザーが自分たちのプロジェクトのパブリック・クラ
ウド容量を自己管理する間、セキュリティ・リスクを管理し、使
用状況を監視できるより優位な立場を手に入れます。

IBM cloudMatrix を使用すると、経費の監査やリスクの評価は
非常に簡単になります。
• 仮想データ・センター
（VDC）
レベルで検出・動機を行い、経
費とみなすことができる追加リソースの 有無を判断する
• IBM cloudMatrix のセキュリティ監査機能を使用し、
軽減が
必要なリスクがあるかどうかを 素早く確認する
• セキュリティの脅威が保証される場合はリソースをオフライ
ンに持ち出す

ある観点から見ると、IBM cloudMatrix は高度に自動化され、
より簡単に調節可能な、マルチ環境編成・管理エンジンです。
これにより、IT はさまざまな環境、
インフラストラクチャ、
プロ
バイダーでシンプルまたは複雑な、新規/既存のアプリケーショ
ンを編成できます。IBM cloudMatrix はインフラストラクチャ・
リソースの実装、上から下までのアプリケーションスタックの展
開や構成、セキュリティ設定を管理します。
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IT オペレーション – IBM cloudMatrix はオペレーションの効率
を高めます。
単一のプラットフォームは、開発や生産のさまざま
な段階で一貫性を確保するのに役立ちます。
IBM cloudMatrix
は競合を減らしながら、競合を減らしながら共通の目的を強調
し、IT とユーザーの間に新しいつながりを構築するのをサポ
ートします。保護されていないシャドー IT からユーザーの目
をそらし、可視性とコントロールを向上することで、組織にとっ
てのリスクや課題も削減します。IT は消防士のように火消しに
追われて時間を費やす必要がないため、
イノベーションをサ
ポートするより優位な立場につくことができます。優先度の低
い要求に対応したり、準拠していないソリューションを「本番稼
働環境ですぐに使用可能」にしようと奮闘する必要がなくなり
ます。代わりに、IT は問題の発生を止めるのに役立つシステム
を構築するようになります。所要時間を短縮、
コストのコントロ
ールを改善、
リスクを軽減します。

組織に最適なオプションや押しつけが
ましくない管理を選択するツールとい
う優れた選択肢を提供し、ユーザーが
求めるスピードや俊敏性とともに、IT が
必要とする可視性とコントロールを提
供します。
IT は問題を迅速に解決し、ユーザーと協力して IT 承認構成
を設計、一貫性のある利用を促すブループリントを作成、サー
ビス・マーケットプレイスに新しいリソースを直接割り当てるこ
とができます。ユーザーは組織を守る方法で必要なリソースへ
のアクセスを円滑に行う、新しい種類のサポートを IT から得
ることができます。

IT 役員 – IBM はアドホックのシャドー IT から本格的なハイブ
リッド IT への切り替えを可能にすることで、効率性や満足度、
ビジネスの利益を加速化します。
ユーザーは妨害されず、
IT は酷使されません。
また、IT エグゼクティブは保護されてい
ないアプリケーションやデータのリスクに対する心配することが
なくなり、
より高いレベルの快適性へ意識を向けることができま
す。
また、IBM cloudMatrix は新しいチャンス、競争力のあるメリ
ットや差別化に関する考え方を改善するため、IT エグゼクティ
ブは
「革新的な会話」
の優位な立場に立つことができます。

IBM cloudMatrix のメリット

IBM cloudMatrix は、
「棒」
を使用せずにユーザーに
「人参」
を
与えることでシャドー IT を含有する方法を提供します。IT の
承認を受けたマーケットプレイスでパブリック・クラウドを購入
できるため、ユーザーは IT を避ける必要がなくなります。同時
に、IT はセキュリティとコストの管理に必要な可視性とトレー
サビリティを利用できます。

まとめ

シャドー IT はビジネスの問題解決に役立つためなくなりま
せんが、
これにより、許容できないリスクが生まれます。一部
の組織はこれを恐れていますが、組織はシャドー IT の俊敏
性とともに従来のアプローチの管理を必要としています。
IBM cloudMatrix はユーザーがパブリック・クラウド容量を使
用するための効率的で自動化されたセルフサービス・ソリュー
ションを複数の環境、
プロバイダーまたはテクノロジーで数分
以内に提供します。
シャドー IT に対する柔軟で俊敏な代替策
とともに、
ビジネスのイノベーションの障害となるのではなく、
実現に必要なコントロールと管理を提供します。

ユーザー - IBM cloudMatrix は 1 つの店舗から多くのクラウ
ドで、堅牢なユーザー体験を提供するため、生産性を押し上
げ、製品開発期間を短縮します。同一条件での比較により、十
分な情報を得た選択を行い、
より優れた結果をもたらすことが
できます。開発者はオンプレミスやオフプレミス、
またその 2 つ
の混合のどれであっても、生の容量から
「ちょうど良い」環境に
完全に構成されたアプリケーション・スタックに至るまですべ
てをセルフサービスで割り当てる容量を利用できます。
ユーザ
ーはスピードやポリシーを選択する必要はなくなりました。
IBM cloudMatrix では、ユーザーは開発から製造に至るまで
の間、一貫性がある、反復可能な環境を享受することができ
ます。

IBM cloudMatrix により、企業はハイブリッド IT にマルチソー
スのオペレーティング・モデルを使用してハイブリッド IT に適
応させることができます。企業は IBM cloudMatrix セルフ・サ
ービス・ストア、動的なマーケットプレイス、および継続的デリ
バリー・エンジンを通じて、IT サービスの消費をカスタマイズ
し、
デリバリーを統合できます。IBM cloudMatrix を使用するこ
とで、企業 IT 組織は以下により画期的な成果を上げることが
できます。
• デリバリーにかかる時間を日単位から分単位に短縮する
• インフラストラクチャと運用コストを削減する
• 自動化された、
セルフサービスの受注設計 モデルで俊敏性
を提供する

IT コントローラー – IBM cloudMatrix はコストの超過を予防
します。予想される使用量と実際の使用量を比較し、逸脱して
いる場合にはアラートが発生します。ユーザーが何か予期し
ないことを実行した場合でも
（予想された 2 倍の AWS インス
タンスのプロビジョニングなど）
、IT は変化する状況を迅速に
確認できます。経費の超過を迅速に遡って追跡し、
コントロー
ラーにユーザーと関わりを持てるよう力を与えます。
さらに、
IBM cloudMatrix は多くのクラウド・プロバイダーの経費を合
理化し、ユーザーがよりコスト効果の高いオプションを見つけ
られるようサポートします。

詳細については、
https://ibm.biz/brokerageservices を参照してください
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