IBM Cloud Satellite で
どこでも一貫した
クラウド・サービスを
実現
複雑性を軽減し、行動を迅速化

概要

ビジネス目標を達成するという点において、クラウド
は、新たな市場への参入、洞察を得るデータ分析、ユー
ザー体験を通して顧客を獲得するためのツールです。ク
ラウドを利用することにより、チームは顧客ニーズに応
えるアプリケーションを迅速に更改することができるよ
うになります。クラウドの利用によってワークロードが
並列に稼働でき、また必要に応じて柔軟に共有リソース
の増減が行えます。

しかしながら、多くの組織ではすでに複数のクラウドを
利用しています。様々なパブリッククラウドとプライ
ベートクラウド環境全体にわたってアプリケーションを
構築、配備、運用することは、パフォーマンスとユー
ザー体験の双方に影響を及ぼす可能性があります。
以下はその一例です。

– GDPR などデータを特定の場所にとどめておくことを
義務付ける法律を遵守するため、オンプレミスで稼働
するシステムにあるデータの移動には注意が必要で、
コストがかかります。
– 開発チームと運用部門チームは、異なるソフトウェア
を様々なスケジュールでアップグレードしたり、一貫
性のないプラットフォーム環境でアプリケーションを
維持したりする必要があり、顧客のニーズへの対応が
遅くなってしまいます。

– 環境全体にわたる可視性が保たれていないことによ
り、複数の環境を運営しているチームが、ユーザー体
験に影響を及ぼす問題の修正を迅速に行えない場合が
あります。

– クラウド間のレイテンシーの問題により、モバイル・
アプリケーションの応答時間が低下して、例えば代金
受領の通知に関する厳格なサービス・レベル・アグ
リーメント（SLA）への違反が生じる恐れがありま
す。
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分散クラウドの
展望
マルチクラウドとハイブリッドクラウドの利用における
問題点を解決することが、分散クラウド・アーキテク
チャーの設計の目的です。
ガートナーのバイス・プレジデントで著名なアナリスト
でもあり、同社で研究主任およびチーフ・ガートナー・
フェローを務めるダリル・プラマー（Daryl Plummer）
氏によれば、「分散クラウド自体は、エッジなどさまざ
まな物理的拠点に対する、必要なハードウェアとソフト
ウェアを含めたパブリッククラウド・サービスの分散と
定義されますが、サービスの所有権、運用、ガバナン
ス、アップデート、進化は、依然として元となるパブ
リッククラウド・プロバイダーの責任です。
」 1

その最後の責任が、分散クラウドとプライベートクラウ
ドのアプローチの違いです。パブリッククラウド・ベン
ダーは、分散クラウドを完全に管理します。顧客ではな
く、そのパブリッククラウド・ベンダーに監督責任があ
るのです。
分散クラウド環境についてプラマー氏が強調しているよ
うに、「そのプロバイダーは、場所に関係なく、その運
用、存在、進化に対して責任を負わなければなりませ
ん。この極めて重要な要素こそが、プライベートクラウ
ドの管理などを行う能力を差別化するものです。
」2

つまり、ガートナーは、分散クラウドによってハイブリッ
ドクラウドの約束が果たされると主張しています。3
その違いは、分散モデルでは、異なる環境全体で、より
一貫性、可視性、および統合された管理がもたらされる
ということです。

1

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1Y6SQBYL&ct=200123&st=sb

2

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1Y6SQBYL&ct=200123&st=sb

3

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1Y6SQBYL&ct=200123&st=sb
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IBM Cloud Satellite の
導入
IBM Cloud Satellite は、IBM パブリッククラウドと同じ
オープンソース・テクノロジーを基盤にした、マネージ
ド分散クラウド・オファリングです。Satellite はクラウ
ド・サービスを、オンプレミス、他のベンダーのクラウ
ド、あるいはエッジ拠点といった、それが必要とされる
あらゆる場所に分散します。
IBM Cloud は、Satellite を分散のための基盤となりま
す。IBM Cloud は、分散サービスのモニタリングと管理
が行われるパブリッククラウド上に単一で安全なビュー
を提供します。これにより管理の複雑性が排除されま
す。
Satellite によりユーザーは、他のベンダーのクラウドも
含めた、パブリックとプライベート環境全体にわたるク
ラウド・サービスとアプリケーションの管理ができるよ
うになります。環境全体のリソースを統合する Satellite
の柔軟性は、異なるインフラストラクチャー、サービス
としての運用、セキュアな接続性、アプリケーション・
ライフサイクル・マネジメントにまで及びます。
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Satellite ロケーションにかかる作業
Satellite ロケーションは複数のホストで構成されます。
ホストは、VM を稼働させるために使用される、あるい
はベアメタル・ホストとして使用される、Red Hat
Enterprise Linux マシンなどのワーカー・ノードです。
他の分散クラウド・ベンダーと異なり、Satellite では
ユーザーが、自分の利用したいインフラストラクチャー
を選択可能で、以下のようなものが含まれます。
– オンプレミスのデータセンターまたはベンダー・コ
ロケーションにあるインフラストラクチャー

– プライベートまたはパブリッククラウド環境（IBM
Cloud または他のクラウド・ベンダー）にあるインフ
ラストラクチャー

– IBM が構築し、フルマネージド・サービスとして管
理するインフラストラクチャー

– IBM Cloud Satellite を自動的に構築して稼働させる
アプライアンス
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例えば、あなたのチームが、米国フェニックスにあるオ
ンプレミスのデータセンター内の Satellite ロケーション
にいるとします。そこでは、アプリケーションが Red
Hat OpenShift クラスター上のコンテナ内で稼働してい
ます。アプリケーションのワークロードは完全に自己完
結型でリクエストを処理します。このような環境では、
Red Hat OpenShift を使用することで、アプリの構築と
実行において一貫した開発者体験が実現され、市場投入
までの時間の短縮、弾力的な拡張性、信頼性などのビジ
ネス上の成果がもたらされます。

これらのクラスターを運用するチームは、最寄りの IBM
Cloud データセンター（この場合は米国ダラス）でホス
トされているモニタリングおよび管理用ダッシュボード
を利用します。このダッシュボードから、運用エンジニ
アは、米国フェニックスの拠点で新たな OpenShift クラ
スターを起動、既存のクラスターへアプリをデプロイ、
ロギングやモニタリングのようなサービスを統合し、
Day 2 オペレーションの業務を実行することができま
す。つまり、あなたのチームは、IBM Cloud 上で利用で
きるサービスを、自社のプライベート・データセンター
にまで拡張しているのです。米国フェニックスのデータ
センターにあるアプリは自己完結型なので、ダラスの
IBM Cloud データセンターへ通信しなくても稼働しま
す。同時に、運用チームは、IBM Cloud 内のクラウド・
アプリケーション・サービスをモニタリングし管理して
います。

もし、別の拠点を新設する場合はどうでしょう。あなた
のチームは複数のクラウド・プロバイダーを利用してい
ると仮定しましょう。米国シカゴにあるパブリッククラ
ウド・プロバイダーのデータセンター内にインフラスト
ラクチャーが構築されており、そこを Satellite ロケー
ションとして追加したいとします。IBM Cloud の管理用
ダッシュボードを利用して米国シカゴのインフラストラ
クチャー上に新たなクラスターを作り、アプリケーショ
ンをデプロイします。Satellite ロケーションは、あなた
のチームが IBM Cloud サービスを実行する場所として選
択できる、自己完結型の IBM Cloud リージョンのような
ものなのです。
米国フェニックスと米国シカゴで Satellite ロケーション
が構築され稼働しているので、開発チームは IBM
Watson や先進的なクラウド・サービスを利用してアプ
リケーションを革新し、また DevOps ツールチェーンを
利用してそのアプリケーションをデプロイすることがで
きます。

一貫して同じユーザー体験をあらゆるロケーションに提
供する Satellite は、複数のクラウドでワークロードを実
行する複雑さ、それらをまたがって統合する複雑さを軽
減します。IBM Site Reliability Engineering（SRE）が、
アップデートやパッチを含むサービスのライフサイクル
を管理するため、開発者は退屈で反復的な作業から解放
されて、主要なビジネス目標をより迅速に達成すること
に集中できます。
Satellite ロケーション

Satellite ロケーション

IBM Cloud データセンター
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継続的なセキュリティーと可観測性
異なる Satellite ロケーションの運用チームと開発チーム
が、同一の IBM Cloud アクセス管理と ID 管理（IAM）
セキュリティーを使用します。Satellite リンクはセキュ
ア・トンネルを提供し、お客様の既存のネットワーク構
成とセキュリティー体制内で、各ロケーション間を行き
来するアプリケーションとサービスのエンドポイント・
トラフィックをきめ細かく制御します。独自の自動 DNS
ネーミングにより、コンプライアンス監査を容易にし、
予測可能な運用を実現します。 耐障害性と拡張性に優
れたトランスポート・アーキテクチャーにより、ワーク
ロードを管理するための可用性の高い通信が維持されま
す。セキュアな暗号化により、お客様自身の鍵と証明書
をサポートしているため、ワークロードは透過的にロ
ケーションをまたぐことができます。お客様のデータや
アプリケーションを IBM が見ることは決してありませ
ん。
Satellite の一元的なビューは、すべてのロケーションで
稼働しているパイプライン、デプロイメント、サービス
を表示します。ユーザーは、それらのロケーション内の
ネットワーク・トラフィックとアプリケーションの構成
を管理し、それらのロケーションにサービスを提供し、
そのサービスがパブリッククラウド上にある感覚で利用
することができます。さらに、どこのロケーションにで
も、IBM Cloud のカタログから事前にコンテナ化された
アプリケーションをデプロイすることも可能です。
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ビジネスのやり方を
変える
ビジネス・リーダーは、成長の活性化、市場投入
までの時間の短縮、イノベーションの促進のため
に、デジタル変革を行う必要性を理解していま
す。企業の取締役の 69%が、自社のデジタル・
ビジネス・イニシアチブを加速させたいと考えて
います。1 しかし、73%の企業がデジタル変革に
失敗しています。2 その理由は何でしょうか。

その阻害要因には、顧客の期待の変化、サイロ化
されたビジネス運営、テクノロジー・スキルの不
足、リスクやセキュリティーへの恐れ、将来に向
けた明確なデジタル・ビジョンの欠如などがあり
ます。適切なソフトウェア・アプローチを採用す
ることにより、自社のビジネスの機能の仕方を差
別化して変えることができます。個別化されたカ
スタマー・エクスペリエンスを提供し、ビジネス
全体から得られたデータを利用して将来的な結果
の予測と形成を行ってワークフローを自動化し、
ご自身の企業を安全に保護してください。

IBM Cloud Paks は、データ、自動化、およびセ
キュリティー機能を提供する、AI を利用したハイ
ブリッドクラウド用のソフトウェアで、お客様の
ビジネスにおけるデジタル変革の推進を可能にし
ます。オープンなハイブリッド・プラットフォー
ムを基盤にして構築され、一般的なエンタープラ
イズ・コンポーネントの基礎が組み込まれている
ため、開発を加速化させ、ツール全体にわたって
統一された体験を伴うシームレスな統合をもたら
し、人材のサイロ化を最小限に抑えてコラボレー
ションと効率性を強化することができます。

1

Gartner: Survey Analysis: Board Directors Say Pandemic
Drives Increased Investments in IT, 2020

2

Everest: Group Study 2019
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ユースケースの
事例

IBM Cloud Satellite は、お客様の戦略的ビジネス目標の
達成に役立てていただける、一貫性のある柔軟なクラウ
ド・サービスを提供します。以下のユースケースは、
IBM Cloud Satellite による、ビジネスの成長の可能性を
示唆するものです。

新たな市場への参入

オポチュニティー
北米を拠点とする Anderdon Financial Services は、成長
を続ける東南アジア地域に進出したいと考えています。
同社は決済処理ソリューションを提供しています。パ
フォーマンス要件と現地のデータ保護法により、
Anderson は当該地域の国内で自社のアプリケーション
を実行することが必要になります。そうした要件を満た
すに当たり、同社は高額なデータセンターへの投資と IT
スキルが不足している現地での人材雇用を避けたいと考
えています。
ソリューション
IBM Cloud Satellite により、Anderdon は、顧客が選ん
だオンプレミス環境や利用しているクラウドの、どのホ
ストにでも決済アプリケーションをデプロイして実行す
ることができます。同社はそれをサービスとして中央で
管理して、一連の一貫したセキュリティーと遵守管理を
利用することができます。
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成果
同社は数百万ドルに及ぶ資本支出を節減し、数カ
月ではなく数時間で新たな市場に参入していま
す。
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窓口係のいない
バンキング

オポチュニティー
リテール・バンキングにおける競争は激しく、カスタ
マー・エクスペリエンスにはほとんど差がなく、販促割
引につられた解約が頻発しています。Capital Zone の
CTO は、自行には RoboBranch という新しい市場を作り
出すコンセプトがあると考えています。RoboBranch と
いうのは、現場に窓口係は 1 人もいませんが、小切手預
金の精査、運転免許証による PIN の認証、紛失した
ATM カードの再発行ができる実店舗のことです。そうし
た RoboBranch を運営するためには、スタッフが銀行の
データセンターでアプリケーションを運用しなければな
らない一方で、メインの次世代型バックオフィス・シス
テムを、リテール・バンキング用に構築されたパブリッ
ククラウドにデプロイして稼働させる必要があります。
ソリューション
IBM Cloud Satellite により、同行はサーバーレス・フ
レームワーク上でマイクロサービスをサポートするアプ
リケーション・アーキテクチャーを利用することができ
ます。これにより同行は、瞬時のスケールアップ、保守
の簡素化、新機能を俊敏にロールアウトすることができ
ます。これらすべては銀行レベルのセキュリティとコン
プライアンスを備えています。
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成果
リテール・バンキング・サービスを柔軟にどこであ
ろうと提供することができるようになり、同行は
日常生活の中で顧客との関係を維持しています。
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低レイテンシーの
分散型データ分析

オポチュニティー
Acme Depot は、年間収益で世界第 7 位、米国第 3 位の
小売チェーンの住宅リフォーム会社です。同社には、何
十万もの SKUS（商品識別番号）を扱う大規模で多層的
なサプライチェーンがあり、同社の販売サイクルは夏季
および休暇期間にピークを迎えます。Acme は数多くの
買収を行っており、全世界にアウトレット店と配送セン
ターを有しているため、在庫管理と予測システムがさま
ざまです。店舗レベルでより適切な在庫管理を行うため
に、Acme は、サプライチェーン・ネットワーク全体と
つながった、1 つのシステムに集約したいと考えていま
す。

ソリューション
IBM Cloud Satellite を利用して、Acme はオンプレミス
の新規アプリを構築し、IBM Watson のデータ分析サー
ビスとともに、そのアプリを Acme のすべての店舗にデ
プロイすることができます。各店舗のスタッフが、同じ
分析作業を行うことができるとともに、データは現地に
保管され、エグレス料金 1 の発生を回避し、発注処理を
効率化することができます。

成果
データ・エグレスを回避または削減してデータの
局所性を満たすとともに、同社は各拠点における
購買パターンの洞察を得ています。同社のサプラ
イチェーンの利用が高度に最適化されています。

: エグレス料金: クラウドプロバイダーの外にデータを転送するとき
に発生する料金。データ・エグレスとも言う。

1
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地理的一貫性

オポチュニティー
World Shipping は、何十もの国際港湾、オレゴン州ポー
トランドの開発センター、およびロンドンの本社で IT
を運用しています。IT の運用は、パブリック、オンプレ
ミス、エッジ環境のすべてに及んでいます。IT 部門は、
すでに Kubernetes を利用して開発と運用を合理化して
いますが、同社の現地チームはソフトウェアの管理に多
くの時間を費やしています。また同社の幹部は、それら
の拠点全体にわたる可観測性が欠如していることにも不
満を持っており、可視性を求めています。

ソリューション
World Shipping は IBM Cloud Satellite を利用して、オン
デマンドの Kubernetes 管理サービスを展開することが
できます。コンテナ・イメージとアプリケーション構成
の共通セットを使用して、新しい港の拠点を簡単に立ち
上げ、単一の運用ダッシュボードを通じて、すべての拠
点間の一貫性を保つことができ、グローバルな監視が可
能になります。

IBM Cloud Satellite でどこでも一貫したサービスを実現

成果
全ての拠点で一貫性が保たれているので維持しな
がら、新たな港の拠点でも柔軟に立ち上げること
ができます。一つの統合ビューで、複数の拠点
を、1 つの拠点を管理するのと同じように簡単に
管理できています。
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必要とされる場所に
配置されたワークロード
パブリッククラウド

オンプレミス

エッジ

IBM Cloud
Satellite
データ、AI、セキュリティー、Kubernetes 管理に
対する中核的アプリケーション・サービス

IBM Cloud
Satellite

IBM Cloud Satellite に
ついて詳しくは
IBM Cloud Satellite に
関するお問い合わせは

IBM Cloud Satellite でどこでも一貫したサービスを実現
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日本アイ・ビー・エム株式会社
〒103-8510

東京都中央区日本橋箱崎町 19-21
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