ハイブリッド・マルチクラウド
環境の管理における
10 のポイント
IT 管理を簡素化してクラウド
のメリットを最大化する方法

概要
クラウドによるデジタル・トランス
フォーメーションの促進は、多くの企業
にとって最優先事項の一つです。企業は
既存のインフラストラクチャーで ROI
を最大化しつつ、新たな収入源を確保す
るためのクラウド環境と、競争に有利な
差別化を実現できる高価値なビジネス・
モデルを構築する必要があります。

ただし、ハイブリッド・マルチクラウド
はこれまでにない複雑さをもたらす可能
性もあります。例えば、アプリケーショ
ンとデータがデータセンターやパブリッ
ク/プライベート・クラウド・インフラス
トラクチャーの随所に配置されており、
企業は従来の環境とクラウド環境をシー
ムレスに管理しようと苦心しています。

ほとんどの企業は、自社の将来的なクラ
ウド環境をハイブリッドとマルチクラウ
ドの両面で考えています。ハイブリッ
ド・アプローチでは、従来の IT 環境と
プライベート/パブリック・クラウド・イ
ンフラストラクチャーでアプリケーショ
ンを実行します。マルチクラウド・アプ
ローチでは、複数のクラウド・プロバイ
ダーを利用してエンタープライズ・ワー
クロードをサポートします。

企業は新しいマルチクラウド環境を構
築・管理し、レガシー環境と移行済み環
境と共に次世代のエンタープライズ・ア
プリケーションを統合しなければなりま
せん。
この資料では、可視化、セキュリ
ティー、自動化、およびガバナンスを整
備し、複雑なハイブリッド・マルチクラ
ウド環境を管理するためのポイントを解
説します。

ハイブリッド・マルチクラウド環境で
は、拡張性と俊敏性によりビジネスの革
新を推進し、即応性を高めてコストを抑
えることができます。
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1.
効率性を高めて
イノベーションを加速する
ハイブリッド・クラウド戦略の遂行は、多
くの場合、規模に応じて利用可能なスキ
ル、プロセス、テクノロジーを提供してく
れる複数のベンダーおよびサービス・プロ
バイダーと協業することを意味します。複
数のベンダーを一括して管理できるパート
ナーと提携することで、企業は運用とコス
トの効率性を高めることができます。

ケース・スタディーで詳細をみる VE
Commercial Vehicles 社が IBM のサ
ポートによってどのようにダウンタイムを
削減したかをご覧いただけます。

IT リーダーの 26% が、アプリケー
ション、クラウド、サーバー、メイン
フレーム、ネットワーク、およびスト
レージ・ユニットの全域で、効果的に
自社の IT 環境を監視・管理できると
答えています。1

VE Commercial Vehicles (VECV) 社は、
IBM® Services™ を活用して商用車の製造
をモダナイズし、将来を見据えたイノベー
ションに必要なスピードと効率性を実現し
ました。VECV 社は、IBM の堅牢なイン
フラストラクチャー・サポートとマネージ
ド・サービスを利用して、複数個所にわた
るマルチベンダー環境の管理を簡素化およ
び合理化しています。これにより、IT 運
用における問題の早期解決、生産性と可用
性の向上、事業継続性の強化が可能になり
ます。
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2.
サイバー・レジリエンス戦略
を策定してリスクを軽減する
セキュリティーは、ハイブリッド・クラウ
ド導入を促進する要因ですが、阻害する要
因でもあります。重要なデータはガバナン
スの要件に従って保護する必要があります
が、クラウド環境ではそれが難しい場合も
あります。
サイバー・レジリエンス戦略によって、
データやアプリケーションの可用性と信頼
性を確保できます。適切なサイバー・レジ
リエンスを備えていない企業は攻撃の影響
を受けやすくなり、運用が麻痺するおそれ
があります。
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悪意のある攻撃に加えて、さまざまな地域
や業種に対する規制が増えていることで、
管理体制を継続的に検証していない企業は
重い罰金を科されるリスクにさらされま
す。レジリエントな企業とは、攻撃に適切
に対処して業務を復旧できる企業です。今
日では、サイバー・レジリエンスが競争上
の強みになりつつあります。
IDC の調査レポートを読む （英語）
サイバー・レジリエンスのフレームワーク
を構築するための 5 つの主要テクノロ
ジー
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現在、セキュリティー専門家の 50%
が、クラウドの安全保護に大半の時間
を費やしています。2
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3.
統合管理運用モデルにより
お客様の期待に沿った
サービスを提供する
デジタル・トランスフォーメーションは、
クラウド戦略なしでは成り立ちません。大
半の企業は複数のクラウドを利用するの
で、それらのクラウドを単一のマネージ
ド・クラウド・プラットフォームで管理す
る手段が必要になります。
多くの場合、一元的な IT 運用では厳しい
規制が行われるため、開発者主導の IT モ
デルと合いません。しかし企業やサービ
ス・プロバイダーは、クラウド向けの運
用、コンプライアンス、およびガバナンス
に関して、連携し、歩調を合わせる必要が
あります。そうでなければデジタル・エン
タープライズとして発展できません。
「ク
ラウド内で生成し、企業内で実行、管理す
る」という理念を尊重することが重要で
す。
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ベスト・プラクティスは、あらゆる階層に
おける複数のプロバイダーのサービスや機
能を連携させる、開発者主導のクラウド運
用モデルを構築することです。このアプ
ローチにより、企業の開発者と DevOps お
よび IT 運用チームが選択の機会と一貫性
を得られるだけでなく、ベンダーロックイ
ンを回避することができます。

IT リーダーの 23% が、従来の IT 環
境とパブリック/プライベート・クラウ
ドの全域で、さらには複数のクラウ
ド・サービス・プロバイダーにわたっ
て、エンドツーエンドの IT 運用を効
果的に監視・管理できると答えていま
す。1
詳細はこちら IBM Multicloud
Management Platform による
ハイブリッド管理の簡素化
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4.

概要
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複雑なクラウドを使いこなし
てお客様の期待に沿うサービ
スを提供する

デジタル時代には新しいタイプのマネージ
ド・クラウド・サービス・プロバイダーが
求められています。それは、メンテナンス
や最適化だけでなく、忠告や助言も行える
プロバイダーです。

次世代のエンタープライズ・アプリケー
ションや新型のカスタム・ビルドを、レガ
シー環境および移行済み環境と共に統合す
るのは複雑な作業です。IBM Institute for
Business Value の調査によると、回答者の
60% 以上が、複雑なマルチクラウド環境
で管理と運用を実施するためのツールや手
順を整備していません。4
このような状況で、企業のデジタル・トラ
ンスフォーメーションにおいて貴重で信頼
できるパートナーとなるのが、マネージ
ド・クラウド・サービス・プロバイダーで
す。

以下のレポートには、Frost & Sullivan によ
る IT 意思決定者への最新調査の結果が示
されています。このレポートでは、企業が
デジタル・トランスフォーメーション戦略
を実現するために、マネージド・クラウ
ド・サービス・プロバイダーをどのように
活用しているかを解説しています。

4
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IT リーダーの 76% が、マネージド・
クラウド・サービスは IT 戦略にとっ
て必要不可欠であると答えています。3

調査結果を読む IT 意思決定者を対象とし
た、マネージド・クラウド・サービス・プ
ロバイダーに関する調査
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5.
このデータセンターは、セキュリティー、
レジリエンシー、および信頼性の強化を目
的としたインフラストラクチャーを使用し
て銀行業務をサポートし、クラウド・コン
ピューティングへの移行 (これは İşbank
が次に掲げる IT 構想です) を推進するプ
ラットフォームとなります。

インフラストラクチャーの
レジリエンシーと信頼性を
高めてクラウドへの移行を
促進する
従来型の企業では、ハイブリッド・クラウ
ド・アーキテクチャーを実現するために、
オンプレミスのインフラストラクチャーを
モダナイズする必要があります。数十年に
わたってオンプレミス・インフラストラク
チャーに出資してきた企業の場合は、引き
続き既存のシステムを使用して ROI を最
大化し、ベンダーロックインを抑制し、変
更管理を最適化するのが最良の策です。
トルコの İşbank は IBM Services との連携
により、サーバー、アプリケーション、オ
ペレーショナル・データを 9 カ月でティ
ア 4 のデータセンターに移行しました。
その間、顧客が利用しているサービスが中
断されることはありませんでした。新しい
データセンターによって、顧客は銀行サー
ビスを 24 時間 365 日利用できます。
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41% の企業が、従来型のデータセン
ターとマルチクラウドの IT 環境にわ
たって IT の一貫性を維持するには、
マネージド・クラウド・プラット
フォームが役立つと期待しています。1
ビデオを見る （英語）IBM の支援によ
り、İşbank がレジリエントな IT インフ
ラストラクチャーとデータセンターを構築
し、事業継続性におけるリスクを最小限に
抑えた方法をご覧いただけます。
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6.
複数の場所とプロバイダーに
わたってハイブリッド IT を
監視・管理する
ハイブリッド・マルチクラウド・インフラ
ストラクチャーの導入が進むと、一貫性の
あるクロスプラットフォーム管理の必要性
が高まります。これには、最新のエンター
プライズ・アーキテクチャー全体の管理、
ガバナンス、オーケストレーション、セ
キュリティーなどが含まれます。
クラウドへの移行を実施しても、ワーク
ロードの安定性に関する問題はなくなりま
せん。それどころか、企業がインフラスト
ラクチャーを所有しておらず、パブリッ
ク、プライベート、およびハイブリッド・
クラウド環境にアプリケーション・ワーク
ロードが分散している場合は、問題解決が
複雑化する可能性もあります。
クラウドのスケールと既存インフラストラ
クチャーの信頼性を実現するには、これら
の環境を横断的に管理して最適化する、総
体的で統合されたアプローチが必要です。

概要
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IBM Integrated Managed Infrastructure サービ
スでは、従量課金制のモジュール式サービス
によってハイブリッド・インフラストラク
チャー管理を単純化することができます。
IBM は、広範囲な従来型インフラストラク
チャーとクラウド・インフラストラクチャー
向けに、高度な自動化と分析を用いた動的な
リモート管理サービスをグローバルに展開で
きます。

98% の企業が 3 年以内に複数のハイ
ブリッド・クラウドを利用することを
計画しています。4

デモを見る IBM Integrated Managed
Infrastructure サービスをハイブリッド・
マルチクラウド環境の管理に役立てる方法
をご覧いただけます。
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7.
マルチクラウドの管理を自動
化してイノベーションに集中
する
迅速な運用からコスト削減に至るまで、マ
ルチクラウドの導入によるメリットの多く
は、中核的な IT プロセスを自動化するこ
とで得ることができます。マルチクラウド
環境では、サービスの拡張に合わせてビジ
ネスの規模を変更できるよう、管理の自動
化が求められます。

自動化とマルチクラウド管理の簡易統計を
確認するには、このインフォグラフィック
をご覧ください 。（英語）

マルチクラウド企業の 51% が、イノ
ベーションを実現するための時間的な
余裕がありません。5

ほぼ世界共通の目標である IT 自動化が進
む中、企業が自動化への投資の ROI を高
めるためにいくつかの戦略を実施するのは
当然のことです。主な戦略の 1 つが分析
の活用です。これによって自動化すべきプ
ロセスを特定するだけでなく、実施した自
動化の効果を判定することもできます。
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8.
ネットワーク接続を改良して
IT インフラストラクチャーの
管理業務を軽減する

ハイブリッド/SD-WAN はネットワーク・
トラフィックを動的にルーティングするた
め、従来のネットワークと比べると使用可
能帯域幅が格段に増加し、コストは大幅に
低減されます。

ビジネスの要件が進化するにつれて、従来
型のワイドエリア・ネットワークは俊敏性
とパフォーマンス対応力が低下し、複雑性
さとコストが増大しています。

デモを見る IBM Services が WAN 環境
を効率的に管理・運用する方法をご覧いた
だけます。

IT リーダーの 79% が、ハイブリッ
ド・マルチクラウド環境を管理するう
えで、従来の環境とクラウド環境の両
方にわたって IT 運用を可視化できる
ことが重要であると答えています。1

シームレスなハイブリッド/ソフトウェア定
義型 WAN では、グローバル対応の俊敏性
が向上し、管理が簡素化されています。ま
た、ネットワークをクラウド対応にしてデ
ジタル・トランスフォーメーションを実現
できます。
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9.
クラウド環境に適したクラス
最高のマネージド・インフラ
ストラクチャーを目指す
StarKist 社は、加工食品業界で最大かつ最
も有名な企業の一つであり、そのビジネス
は複雑なグローバル・サプライ・チェーン
を基盤にしています。同社は IBM Services
と連携して、自社の SAP 環境を IBM ク
ラウド上で管理しており、社内の限られた
IT リソースを利用してサプライ・チェー
ンの運用の拡張および最適化を行っていま
す。

詳細はこちら（英語）IBM Services がど
のように StarKist 社の SAP ワークロー
ド管理を支援し、戦略的ビジネスの優先事
項に集中できるようにしたかをご覧いただ
けます。

IT リーダーの 60% が、現在マネージ
ド・クラウド・サービス・プロバイ
ダーと提携しているか、提携する予定
です。1

StarKist 社の IT ディレクター、Peter
Caldwell 氏は次のように語っています。
「より優れたスマートな事業を確立するう
えで重要な点は、適切なパートナーを選ん
でその専門知識や経験、スキル、革新性を
活用し、自社のビジネスを変革することで
す」
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10.
ネットワークを理由に、クラウドによるデ
ジタル・トランスフォーメーションを諦め
ないでください。

クラウド・トランスフォー
メーションのニーズに合わせ
てネットワークを進化させる
従来型のネットワークはテクノロジーと
アーキテクチャーに限界があるため、お客
様の期待に応えることは事実上不可能で
す。エンタープライズ・ネットワークでは
ダウンタイムがほとんど許されないため、
常に稼働状態を維持してハイブリッド・マ
ルチクラウド環境をサポートしなければな
りません。

Web セミナーを見る ネットワークを改良
することで常時稼働状態のハイブリッド・
クラウド環境に対応し、ビジネスの変革と
競争上の優位を実現する方法をご覧いただ
けます。

IT リーダーの 36% が、ハイブリッド
環境の管理における主な課題は、複数
のツール、システム、およびプロセス
の使用による高額な IT 運用 コストで
あると答えています。1

可用性を高めるには、ハイブリッド・クラ
ウドの要件に合わせてレガシー・ネット
ワークを改良する必要があります。ネット
ワークには信頼性、柔軟性、拡張性、安全
性が求められます。さらに、仮想化および
自動化テクノロジーによってネットワーク
の管理が簡素化されていなければなりませ
ん。
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IBM は、ハイブリッド環境の従来型インフラ
ストラクチャーとクラウド・インフラストラ
クチャーを、アプリケーションやデータも含
めて安全かつ一貫した方法で管理できるよう
お客様を支援します。IBM Services for Cloud
Management の詳細については以下を参照して
ください。
IBM Web サイト
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