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はじめに

IT 変革のためのハイ
ブリッド・クラウド

セキュリティー、ワークロード、およびデータ・
ホスティングといった複雑なニーズが存在する世界
においては、「1 つのクラウドですべてに対応する」
という戦略では組織のニーズに事実上対処できなと
いうことを、企業のリーダーは気付くかもしれませ
ん。デジタル環境を真に変革して、セキュアで統合
された柔軟な管理しやすい方法でアプリケーション
とデータを展開する能力を提供するには、よりカス
タマイズされたアプローチが必要です。

多くの企業にとって、ハイブリッド・クラウド戦略
は、アプリケーションとデータを展開するための優
先モデルとなっています。451 Research によると、
3 分の 2 (68%) の企業が、デフォルトのアプローチと
して、ハイブリッド IT と統合オンプレミス/オフプレ
ミス・クラウド環境に対して、戦略的な IT 投資を行
うという方法をとっていることがわかりました。1
そして 2019 年、こうした組織における 優先度の高

ハイブリッドは以下にとっての優先す
べき (または実質的にデフォルトの) ア
プローチ:

69% 73%
従業員 10,000 人超の
大規模企業・組織の
うち1

政府/教育機関のうち1

IT 変革のためのハイブリッド・クラウド

い IT 支出と は、デジタル変革のための新規 IT プ
ロジェクト (35%)、既存 IT のアップグレード/更新
(30%)、および顧客体験/エンゲージメントの改善
(29%) となっています。

このようにハイブリッド・クラウドへシフトするこ
とで、ミッション・クリティカルなワークロードの
ためにセキュリティーを担保したり、ダイナミック
にサービスを提供するために柔軟性を持ったり、
あるいは継続して効果的にイノベーションを起こす
というニーズに対応できるパフォーマンスを確保す
るといったメリットを、独自に組み合わせて IT リ
ーダー層へ提供できるようになります。ハイブリッ
ド・クラウド戦略を採用することで、大規模な組織
は自社のフレームワークをカスタマイズして、その
ビジネス目標、重要なワークロード、顧客に最良の
サービスを提供するための今後のイニシアティブ、
などに最適なモデルを展開することができます。

こうした組織で 2019 年に優先された
上位 IT 支出:
35%: デジタル変革プロジェクト

30%: 既存 IT のアップグレード/更新
29%: 顧
 客体験/エンゲー
ジメントの改善1
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クラウド環境とマルチクラウド管理
を理解する
ハイブリッド・アプローチは、データのプライバシ
ーを保ってセキュリティーを保護しながら、ビジネ
ス俊敏性へのニーズを満たしたいと考える企業・組
織にとって最善の方法かもしれません。エンタープ
ライズ・ビジネスにおける重要なワークロードの多
くは、パブリック・クラウドに移行できない、また
は移行すべきではない、というのが実態です。こう
した移行を行うと、コア・ビジネス・アプリケーシ
ョンで使用するミッション・クリティカルなデータ
のセキュリティーが損なわれる可能性があります。
大手金融、医療、政府などの大規模企業・組織は、
ビジネスや顧客のデータに対してこうしたリスクを
冒すことはできません。
クラウド環境を理解して、マルチクラウド管理に関
わる決定を下すのことは、容易ではありません。多
くの疑問が生まれます。たとえば、オンプレミスに

プライベート・
クラウド2

は何を置くのか？ プライベート・クラウド、パブ
リック・クラウドには何を置くのか？ どのパブリッ
ク・クラウドを使ったらよいか？ どのデータやアプ
リケーションを、オフプレミスではなくオンプレミ
スに置くべきか？ なぜ IT チームはそのアプリケー
ションをその環境に置いたのか？それは正しい判断
か？といった疑問です。現在の IT インフラストラク
チャーと、このような展開とのワークロードの調整
について、しっかりと理解することが重要です。こ
れを念頭に置いて、クラウドのさまざまな展開方法
を探っていきましょう。

すべてのインフラストラクチャー・オプションをす
でによくご存じの場合は、次の章に進んで 、ハイブ
リッド・クラウドによるビジネス・アプローチのメ
リットと課題についてお読みください。

プライベート・クラウドとは、オンプレミスまたはオフプレミスで単一の組織が
専用で使用できるようにインフラストラクチャーがプロビジョニングされている
クラウド・ソリューションを示します。組織は多くの場合、内部の部署に対する
クラウド・サービス・プロバイダーとして機能します。内部の部署は、自らのイ
ンフラストラクチャーをプロビジョニングしないで、クラウドの全メリットを享
受できます。サービスをプライベート・クラウドに統合し、集中化することで、
組織には一元化されたサービス管理と規模の経済の利点がもたらされます。
オンプレミスのプライベート・クラウドは、オフプレミスのプラットフォーム・
クラウドより優れた点がいくつかあります。たとえば、組織はクラウドを構成す
るリソースやデータをコントロールしやすくなります。さらに、ネットワークの
待機時間、セキュリティーや規制といった懸念事項が原因で、オフプレミス・プ
ライベート・クラウドが向いていないタイプの作業にも、オンプレミス・プライ
ベート・クラウドは最適です。

IT 変革のためのハイブリッド・クラウド
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クラウド環境とマルチクラウド管理を理解する

パブリック・クラ
ウド2

パブリック・クラウド・インフラストラクチャーは、一般の人々や大規模産業に
インターネット経由で提供されています。インフラストラクチャーは単一のユー
ザーが所有するのではなく、クラウド・サービスをさまざまなビジネスに提供す
る組織が所有します。パブリック・クラウド・サービスは、サブスクリプション
または従量課金モデルとして、前払い金なしで提供でき、リソースを複数のビジ
ネスで共有することでコストを削減できます。

ハイブリッド・ク
ラウド2

ハイブリッド・クラウドの展開は、通常、企業がプライベート・クラウド、
パブリック・クラウド、および従来の環境が混在する環境を運用する状況を示しま
す。これらがオンプレミスとオフプレミスのいずれに置かれている場合も含みます。
ハイブリッド・クラウド環境では、プライベートとパブリックのクラウド・サー
ビスはお互いに統合されます。
ハイブリッド・クラウドでは、企業は、企業イントラネット外部にすべてのアプ
リケーションとデータを公開することなく、オフプレミスの俊敏性と費用対効果、
サードパーティー・リソースを利用できます。うまく構築されたハイブリッド
・クラウドは、セキュアなミッション・クリティカル・プロセス (例: 顧客の支払
いの受領 - プライベート・クラウド・サービス)とセカンダリー・プロセス (例:
従業員の給与処理 - パブリック・サービス) を提供できます。

ハイブリッド・クラウドの課題は、効果的な構築と管理が困難なこと、クラウド
におけるデータとアプリケーションのポータビリティーを確保することが必要なこ
と、そして複雑な管理をしなくてはならないこと、です。さまざまなソースから
サービスを得て、単一のロケーションから得ているかのようにプロビジョニングを
行う必要があることと、プライベート・クラウドとパブリック・クラウドのコンポー
ネント間のやり取りは、ハイブリッド・クラウドの実装をさらに複雑にしています。

ハイブリッド・マ
ルチクラウド・ア
ーキテクチャー

ハイブリッド・マルチクラウドは、プライベート・クラウドと従来のオンプレミス
IT に加え、複数ベンダーの複数パブリック・クラウドを使って、その IT サービス
を活用している組織に対応します。ハイブリッド・マルチクラウド環境は、プライ
ベート、パブリック、およびハイブリッドの Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 環境
の組み合わせから構成されます。データのサイロを回避するために、これらはすべ
て相互に接続され、連携して動作します。
多くの企業・組織では、あらゆるデータ・リポジトリーやシステムが、ほとんど、
場合によってはまったく、効果的・効率的に相互通信できていません。その結果、
データの移動や共有を妨げたり邪魔したりするデータ・サイロが増大しています。
最新のハイブリッド・マルチクラウド・アーキテクチャーを配備すると、データに
関連する単一の情報源にアクセスすることが可能になります。適切に最適化する
と、信頼できる正確なデータに速やかにアクセスできるようになります。さら
に、1 カ所に統合されているデータには、それがオンプレミスとオフプレミスの
どちらに置かれていてもアクセスできます。

IT 変革のためのハイブリッド・クラウド
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第2章

ハイブリッド・クラ
ウド戦略のメリット

すべての環境から最良のものを
ハイブリッド・マルチクラウドは、IT モダナイゼー
ションに投資を行う企業・組織のニュー・ノーマル
といえます。これにより、すべての環境から最良の
要素を得ることができます。パブリック・クラウド
からは顧客用アプリケーションを提供したり、オン
プレミス・プライベート・クラウドからは価値ある
データ・セキュリティー、重要なオンサイト・デー
タやアプリケーションへの迅速なアクセスを実現す

ることができます。俊敏性と不可欠なビジネス・ニ
ーズの両方を実現するために最適化することで、費
用対効果も高まります。なぜならば、企業は重要な
ワークロードをオンプレミスに保持することで、頻
繁に使用するデータに関するコストを大きく節減で
きるからです。では、ハイブリッド・クラウド環境
のメリットについて探っていきましょう。

ハイブリッド・クラウド環境の 5 つのメリット
セキュリティー

データ侵害が頻繁に報告されている現在、組織の全データのセキュリティーを確
保することは、顧客の信用を保ち重要なビジネス・データを守るために不可欠で
す。顧客データが完全に保護されていることを規制機関に証明できる能力も同様
に重要です。最初のステップとしてお勧めの方法は、セキュアなデータをオンプ
レミスで保管して、クラウド・アプリケーションから迅速にアクセスできるよう
にすることです。データ保護をプライベートとパブリックの両方のクラウドに拡
張することで、柔軟性が実現します。ハイブリッド・クラウド環境では、組織内
のどこに、どのような方法でデータを保管するかを選択できます。そして、どこ
に置いたデータも、常に保護することが重要です。

IT 変革のためのハイブリッド・クラウド
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ハイブリッド・クラウド戦略のメリット

俊敏性

ハイブリッド・クラウド環境により、アプリケーションを迅速に展開して、顧客
の需要を満たし、ビジネス・チャンスに乗じることが可能になります。また、さ
まざまなユーザーが、アプリケーションやデータに一段と簡単にアクセスできる
ようになります。さらに、オンプレミスのアプリケーションとデータを、パブリ
ック・クラウドと統合して、すべてのデータとアプリケーションをセキュアに提
供することも可能になります。

モビリティー

新しいクラウド・ネイティブ・アプリケーションの開発は、プライベートおよびパ
ブリック・クラウドでホストできるように、コンテナーを使用して行います。これ
により、適切なプラットフォームでアプリケーションを実行し、使用可能なリソー
スを利用することが可能になります。Kubernetes を使ってこうしたアプリケーシ
ョンを展開することで、コストを最小限に抑えながらクラウドの複雑さに対処でき
ます。これらすべての中心となるのは、オープン・ソースの柔軟性と、インフラス
トラクチャーに依存しない共通稼働環境です。この環境は、オンプレミスのプライ
ベート・クラウドからバリュー・チェーン全体にわたり、どこでも実行できます。

統合

データ・サイロをなくして、コア・ビジネス・データとアプリケーションが新し
い開発を推進し、新しい洞察をビジネス全体に提示できるようにします。企業デ
ータから IoT (モノのインターネット) デバイスで生成されたデータまで、データ
のそばにアプリケーションを併置して、より迅速な処理と洞察の提供を可能にし
ます。一方、重要なデータは、最もセキュアな環境に確実に保持します。

コスト

ハイブリッド・クラウドは、ワークロードの最適化された配置とリソースの共有
を可能にします。これにより、データセンター、ソフトウェア購入、ライセンス
費用などの予測可能なコストと、サポート需要の急増によるコストの両方を最小
限に抑えることができます。ハイブリッド・アプローチは、組織の生涯にわたり
柔軟に対応できます。

IT 変革のためのハイブリッド・クラウド
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第3章

ハイブリッド・クラウドを構築する
CIO に向けた識者からのアドバイス
ハイブリッド・クラウド・アプローチへの移行で
は、組織内の各部署の声に耳を傾け、それに合わせ
て調整することが必要となります。ある部署は特定
のパブリック・クラウド・サービスを業務に使いた
いと希望し、別の部署は効率的な重要システムをさ
まざまなクラウド・サービスですでに確立済みであ
る場合があります。ハイブリッド・アプローチでは
各部署の依存関係を前提としたニーズに対応するた
め、それぞれのワークロードや顧客に適したサービ
スを選択できます。

コストの最適化

451 Research によると、1「従業員 10,000 人超の組
織の 69%、および政府/教育機関の 73% という大規
模エンタープライズの多くが、ハイブリッドは優先
(または事実上デフォルトの) 的なアプローチとなって
います。」 ハイブリッド・クラウド環境を構築して
前進することは、組織のさまざまな問題や需要に対
処することを意味します。

将来計画は、最終的には組織の予算しだいです。変革的な変更は無料ではありま
せんが、ハイブリッド・クラウド環境は、その効率性により、驚くほど多くのコ
スト節減につながります。
— オープン・ソースを使用することで、ソフトウェア・コストを最小化し、
クラウド・ベンダーへのロックインを回避
— コンテナーと Kubernetes によるアプリケーションのモビリティー
— 効率的な実行のためにワークロードの最適な配置を選択可能

— 信頼性の高いスケーラブルな中央システムにより、システム管理コストを削減

IT 変革のためのハイブリッド・クラウド
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ハイブリッド・クラウドを構築する CIO に向けた識者からのアドバイス

セキュリティーの
確保

データと顧客のセキュリティーやプライバシーを損なうことは、絶対にできませ
ん。データの増大と今後の規制に備えるためには、IT のあらゆる脅威から保護す
る、セキュアなハイブリッド・クラウドが必要です。しかし、すべてのベンダー
がセキュアに設計されたアプローチを使用しているわけではありません。セキュ
アなハイブリッド・クラウドは以下を実現できることが必要です。
— 暗号化オーバーヘッドを最小化するために可能な限りオンチップのハードウェ
ア暗号アクセラレーターを使用して、保存中と移動中の両方のデータを
100% 暗号化する

— 最高の NIST 認定の FIPS 認定ハードウェア・セキュリティー・モジュールを使
用して、暗号鍵を保護し、保管する3

— プライベート・クラウドでデータをオンプレミスに置き、データ・プライバシー
規制に適合する
— アプリケーション環境のセキュリティーを確保して、信頼できるワークロー
ドを実行する。内部と外部の脅威から保護できる設計を装備する
— ホスト・サーバー内のみならず、ハイブリッド・クラウド全体にわたって、
データのプライバシーを拡張する

複雑さへの対処

組織全体でコラボレーションを行うには、文化と技術への投資が必要です。これ
は困難なことかもしれませんが、多くの組織が、コストを削減し、重要な実験的
作業を実際に利用できるようにしようとしています。組織全体でのコラボレーシ
ョンを可能にするためには、以下への投資を検討する必要があります。
— データセンターから複数のクラウド、そしてエッジに至るまで、どこでも実行
可能な、インフラストラクチャーに依存しない共通稼働環境

— マルチアーキテクチャー・コンテナーを使用してクラウド・ネイティブ・アプリケ
ーションを構築し、Kubernetes を使用してハイブリッド・クラウド全体で展開する

— 新規アプリケーションを既存のデータやシステムと統合して、価値を最大化する
— マルチクラウド管理を利用して、リソースを最適に使用できるようにする

IT 変革のためのハイブリッド・クラウド
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自社のハイブリッド・
クラウドを構築する

適切なテクノロジーを活用したハイブリッド・クラウド
組織の変革を推進するには、あらゆる動きをサポー
トできる最適なテクノロジーを配備する必要があり
ます。そこで、ハイブリッド・クラウドへの旅を開
始または継続する際に検討すべきハイブリッド・ク

ラウド・テクノロジーをまとめておきます。環境を
計画するときに必要なものは以下のとおりです。

オープン・ソース・ソフトウェア : ベンダー・ロック
インを防ぎ、イノベーションを実現するために必要。

推奨テクノロジー:
Linux

軽量の仮想化およびオーケストレーション・ソフト
ウェア : ソフトウェアの依存関係とともにアプリケー
ションをパッケージ化し、開発と展開を加速化する
ために必要。

推奨テクノロジー:
コンテナーと Kubernetes

インフラストラクチャーに依存しない共通稼働環境 :
ハイブリッド・クラウド環境にまたがるアプリケーシ
ョンのポータビリティーを可能にするために必要。

推奨テクノロジー:
Red Hat OpenShift Container Platform

データベースおよびミドルウェア・ソフトウェアの
統合 : コア・ビジネス・アプリケーションをハイブリ
ッド・クラウドにセキュアに移行して統合するため
に必要。

推奨テクノロジー:
IBM Cloud Paks

IT 変革のためのハイブリッド・クラウド
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テクノロジーの要約
Linux

コンテナー

Linux は、従来の IT とクラウドの両方で、主導的オペレーティング・システムとしての地位を
確立しています。組み込みの IoT デバイスからスーパー・コンピューターまで、多数のアーキテ
クチャーやシステムに移植されています。Linux には多数のディストリビューションがあります
が、エンタープライズ Linux の主要ディストリビューションは Red Hat Enterprise Linux、
SUSE Linux Enterprise Server、および Ubuntu (Canonical が開発) の 3 つとなっています。
コンテナーは Linux などのオペレーティング・システムの機能で、アプリケーション・コ
ードをその実行に必要なすべてのソフトウェア依存関係とともにパッケージ化します。こ
れによってアプリケーションは、実行に必要なものを追加設定なしですべて確実に整い、
コンテナーが実行される稼働環境に依存しなくて済むようになります。
コンテナーは開発者と管理者の両方の仕事を容易にします。コンテナーは軽量に実行で
き、非常にすばやく起動できるため、実行時間が向上します。
管理者は多数のコンテナーを一度に実行して、非常にスケーラブルな環境を形成できま
す。コンテナーはクラウド対応であるため、より簡単に自動展開できます。また、依存す
るファイルを含んでいるため、多様な稼働環境で実行できます。さらに現在では、あるア
ーキテクチャーでコンテナーを開発し、別のアーキテクチャーで展開することが可能な、
マルチアーキテクチャー・コンテナーの利用が可能となっています。

Kubernetes

コンテナーは広く採用されているため、多数のコンテナーが存在すると、管理が困難な場
合があります。そのため、アプリケーションの展開を管理するための新しい方法が必要と
なっています。コンテナーは作成、プロビジョニング、実行、削除を非常に速やかに行う
必要があるため、これらを大規模に管理するための強力なオーケストレーション・
ソフトウェアが必要です。
Kubernetes はもう 1 つのオープン・ソース・プロジェクトで、最も普及しているコンテナー・
オーケストレーション・ツールとなっています。手順型ではなく宣言型で、システム管理者が
希望する最終的な展開状態を指定し、Kubernetes がそれを実現するために対応します。

Red Hat OpenShift

IBM Cloud Paks

Red Hat OpenShift Container Platform は、データセンターから複数クラウド、エッジま
で、どこでも実行できる、インフラストラクチャーに依存しない共通稼働環境を提供しま
す。コンテナーと Kubernetes のサポートに加え、追加のサービスおよび管理機能も備え
ています。
IBM Cloud Paks はエンタープライズ対応のコンテナー化されたソフトウェア・ソリューション群
で、コア・ビジネス・アプリケーションを任意のクラウドに移行するための、オープンでより迅
速かつセキュアな方法を提供します。Red Hat OpenShift 上に構築されている各 IBM Cloud Pak に
は、コンテナー・プラットフォーム、コンテナー化された IBM ミドルウェアやオープン・ソー
ス・コンポーネント、開発と管理のための共通ソフトウェア・サービスが含まれています。
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IBM LinuxONE 上にハイブリッド・クラウドを構築する
IBM LinuxONE は、高可用性、セキュリティー、スケ
ーラビリティー、および次世代アプリケーションを
開発する俊敏性を提供するように設計されたエンタ
ープライズ・プラットフォームです。パブリック・
クラウド、プライベート・クラウド、または従来の
オンプレミス IT のいずれであっても、ハイブリッ
ド・クラウドの各要素を構築するための理想的なプ
ラットフォームです。
LinuxONE 上にハイブリッド・クラウドを構築する
と、以下のようなメリットが得られます。

— Linux、コンテナー、および Kubernetes のサポート。
これにより、クラウド・ネイティブ・アプリケーシ
ョンの開発、展開、および管理にスムーズに対応で
きます。Red Hat OpenShift および IBM Cloud Paks
の今後のサポートについて、最近の Statement
of Direction (方針声明) で発表されています。
— 優れたスケーラビリティー、セキュリティー、
信頼性を提供する設計。さらに、優れた費用対効
果も実現するプラットフォームを使って、プライ
ベートとパブリックのいずれのクラウドでも、コ
ンテナーの構築と展開を行うことができます。

• スケーラビリティー: 垂直にも水平にもスケール
するため、大きなコンテナー (コンテナー化され
ているが、まだマイクロサービスの要素に考慮
されていないアプリケーション用) や多数の並列
コンテナー (コンテナーやマイクロサービスを使
用する新しいクラウド・ネイティブ・アプリケ
ーション用) をサポートできます。

— パブリック・クラウドやプライベート・クラウド
より優れたサービス品質。
高品質のサービスをパートナーや顧客に提供するう
えで、パブリック・クラウドやプライベート・クラ
ウドの能力には限りがあります。この点でも、ハイ
ブリッド・クラウド・モデルは優れています。ハイ
ブリッド・アプローチでは、新しいクラウド・ワー
クロードを既存の IT インフラストラクチャーと統
合できます。そのため、顧客に一段と迅速にサービ
スを提供できます。また、すべてのワークロードを
より完全に把握できるため、ビッグデータを活用し
て新しい洞察を引き出し、今後のアプリケーション
の改善に役立てることができます。

— 総所有コスト (TCO) の削減。リソースを共有し、ラ
イセンスが必要なソフトウェアをより少数のコアに
統合し、IT 管理を簡素化することで実現できます。

オープンなアプローチにより、最高のセキュリティー、
スケーラビリティー、信頼性を持つ一段と先進的なサ
ーバーを利用して、全ワークロードでこうしたメリッ
トを享受できます。スケールを拡大させるためにセキ
ュリティーを犠牲にする必要はありません。ハイブリ
ッド・クラウドでは、既存アプリケーションや将来の
アプリケーションをコンテナー化できます。

• 保護: あらゆる場所で実行する暗号化、鍵の保
護、および非常にセキュアなアプリケーション
の実行環境により、内部と外部の脅威からデー
タとアプリケーションを保護します。

• Designed for 99.999% の可用性 を実現する設
計により、消費者とビジネスの期待に応えま
す。LinuxONE は災害時に迅速に復旧できます。
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Plastic Bank
「2050 年、海には魚より多くのプラスチックが
多く存在するだろう」と科学者は予言しています
が、Plastic Bank の創立者たちは自然界を守るた
めにできることを模索しています。Plastic Bank は
IBM とサービス・プロバイダーの Cognition Foundry
と協力して、世界最貧コミュニティーのリサイク
ル請負人を動員。プラスチック廃棄物を回収し、
人生を変える商品をその報酬として提供していま
す。Plastic Bank はその拡大をサポートするために、
IBM Blockchain テクノロジーを選択しました。これ
はマネージド・サービス・プロバイダーの

Cognition Foundry によるプライベート・クラウド上
で提供されており、このクラウドは IBM LinuxONE.
上で実行されています。アプリケーションのフロン
トエンドは Cognition Foundry の設計と開発による
もので、Cognition Foundry のデータセンターと
IBM Cloud でホストされ、ハイブリッド・マルチクラ
ウド・アーキテクチャーを形成しています。ブロック
チェーンを使用して、回収、クレジット、報酬、再利
用のための企業への提供といった、リサイクルされる
プラスチックのサイクル全体を追跡しています。

お客様事例を読む →

「私たちはハイブリッド・マ
ルチクラウドのアプローチを
とることで、各地に分散した
アーキテクチャーを形成しま
した。このアーキテクチャー
は、サイバー攻撃からの保護
を強化し、ユーザーの近くに
トランザクションを置き、応
答時間を非常に短く維持でき
ます。」
Bill Stark 氏
Cognition Foundry、プレジデント
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Digital Asset Custody
Services (DACS)
スマート・コントラクトや暗号資産テクノロジー
を使って、さまざまな業界の企業や組織がビジネス
の方法を変革しようとしています。既存のソリュー
ションでは、多くの場合、セキュリティーと便利さ
のどちらか一方を選ばなくてはなりません。たとえ
ば、コールド・ストレージ・オプションでは、オフ
ライン環境に資産が生成されて、保管されます。こ
のアプローチでは、サイバー攻撃から資産を保護で
きますが、トランザクションが低速になります。一
方で、取引所やサードパーティーのウォレットを利
用してデジタル資産を管理する場合は、「十分な保
護が提供され、サービスが中断されない」という事
項を要件としなければなりません。

Shuttle Holdings の子会社である Digital Asset
Custody Services (DACS) は、企業がそのデジタル
資産を自由に保護したり使用できるようにするため
に、IBM と協力して、IBM LinuxONE™ サーバーと
IBM Secure Service Container for IBM Cloud Private
をベースとする、これまでに類を見ないサービス・
プラットフォームを形成しています。顧客はこのソ
リューションを、プライベート・クラウド環境の一
部としてオンプレミスで展開するか、またはサービ
スとして利用することができます。

お客様事例を読む →

「お客様はオンプレミスかクラ
ウドに展開された私たちのプラ
ットフォームを使用すること
で、自らのデジタル資産にほ
ぼリアルタイムでアクセスでき
ます。私たちのソリューション
は、24 時間以上のリード・タ
イムが必要なコールド・ストレ
ージ・オプションより格段に迅
速です。」
Brad Chun 氏
Shuttle Holdings (DACS 親会社)、
会長 兼 最高投資責任者
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ICU IT Services
オランダの IT インフラストラクチャー・サービス・
プロバイダーである ICU IT Services は、オープン・
ソースとエンタープライズ・テクノロジーの最良の
部分を融合することで、新しい顧客を獲得するソリ
ューションを構築しました。オープン・ソース・テ
クノロジーがますます普及している状況を認識した
同社は、新しい市場領域に参入する機会を見いだし

ました。IBM ソリューションが可能にするイノベー
ションの一例として、ICU IT は OpenStack ソリュ
ーションと IBM Cloud™ Private を使用して、独自の
マルチアーキテクチャー・クラウド環境を形成しま
した。この高度なクラウド・インフラストラクチャ
ーは、Intel と LinuxONE の双方のノードを組み込
み、IBM z/OS 環境に統合されています。

お客様事例を読む →

「IBM LinuxONE Rockhopper
により、新しい働き方の自由
な実験と開発が可能になり、
セキュリティーを損なわない
で一段と効果的なサービスを
顧客に提供できるようになっ
ています。」

Johan Schelling 氏
ICU IT Services、インフラストラクチャ
ー・ソリューション・アーキテクト
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HCL
スウェーデンの IT サービス企業である HCL Technologies
は、そのハイブリッド・クラウド環境を利用して顧客の
ニーズに対応しています。HCL の顧客はそのアプリケー
ションとプライベート・クラウド・サービスがパフォー
マンス、管理のしやすさ、セキュリティーに対する高ま

ブログを読む →

る要求を満たすことを期待しているため、これは特に重
要です。顧客はそれぞれ異なりますが、HCL Services は
顧客が必要とするスケーラブルで一貫した、予測可能で
セキュアなクラウド・サービスを提供することが可能と
なっています。

「HCL が 1 台のマシン上で何
千台もの仮想マシンをスムー
ズにスケールアップ、管理、
制御することができるのは、
結局は LinuxONE の効率的
な設計のおかげです。HCL
の顧客が享受するメリットは
明らかです。つまり、エンタ
ープライズ・アプリケーショ
ンとクラウド・サービスを、
スケールアウトした小型サー
バーのクラスターより迅速に
提供できるのです。」
Alf Thunberg 氏
HCL Technologies、アソシエート・
ゼネラル・マネージャー
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ハイブリッド・クラウドの態勢
を整えるための 4 つのステップ
1. ビジネス面における
経営幹部の優先項目
と目標に IT の足並み
を揃える

— 経営幹部のビジネス目標を理解して、戦略的イニシアティブとの調整を行います。
不正確な情報を携えて会議に出席するのは避けましょう。経営幹部のニーズに
足並みを合わせ、対応してください。
— これには以下が含まれる可能性があります。

• テクノロジー面での優先項目: テクノロジーの最新化、チーム間の俊敏性の構
築。DevOps とクラウド、データ分析と AI、データ保護とセキュリティー/回
復力の接続方法について説明できるように準備しましょう。
• ビジネス面での優先項目: 顧客体験の改善、デジタル・ビジネス・モデルの作
成、AI トレーニング・モデルの構築、常に最新の規制に準拠する完全なセキ
ュリティー・メカニズムの実装。

2. プライベート・クラウ
ド、パブリック・クラ
ウド、オンプレミスの
従来の IT を組み合わ
せ、ハイブリッド・ク
ラウド・プランに合っ
たインフラストラクチ
ャーを選ぶ

— ワークロード、データの配置、および俊敏性のニーズを検討します。
— ワークロードの要件をプラットフォームに対応させます。

— どこでも実行できる、インフラストラクチャーに依存しない共通稼働環境を選
択します。

— マルチアーキテクチャー・コンテナーとインタープリター型言語を利用してア
プリケーションの開発と展開を行い、ハイブリッド・クラウドにわたる真のア
プリケーション・ポータビリティーを実現します。
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3. リーダーシップ・チー
ムにプランを伝える

— 率直、簡潔に。調査によって得た重要な情報を述べましょう。

• パブリック・クラウドとプライベート・クラウドの主な相違点
• 最適化されたハイブリッド・クラウド環境は何を提供するか

• あなたが提案するハイブリッド・クラウド・プランと次のステップ

— 経営幹部の質問に備えます。これはあなたの調査であり、会議です。どんな質
問にも答えられるようにしておきましょう。
— 投資を強く求め、スケジュールを明確化します。時間は重要です。そしてこれ
は、早急な投資を促す良い機会です。

4. 結論を述べ、ビジネス
価値を繰り返し示す

— 成熟したハイブリッド・クラウド・ソリューションの実装がビジネスにもたら
すメリットを再度述べます。
• データが統合されて、単一の信頼できる情報源が得られる

• アプリケーションによって正確な洞察が確実にもたらされる

• 非構造化データから引き出せる価値が高まり、ビジネスの成果が向上する
• ビジネスの回復力が確実に向上する

• 最新のアプリケーションを展開できる
• ビジネスの満足度が高まる

• ビジネスの成長に応じたデータのスケーラビリティーが可能になる

— 会議が終了したら、必ずフォローアップとして行うべきアクション・アイテム
を準備し、関係者にあらゆるフィードバックを求めます。
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ハイブリッド・ク
ラウドを採用する

ハイブリッド・クラウド戦略は、課題に意欲的な姿勢
を持つ、あらゆるデータ駆動型企業・組織に大きな恩
恵をもたらします。ただし、この規模のプロジェクト
には、デジタル変革を先導する意思よりも多くのもの
が必要となります。あらゆる動きをサポートするツー
ルが必要です。適切なチーム、目標、ソリューション
を配備したデータ駆動型企業・組織は、次の恩恵を享
受できます。

— コスト削減

— 信頼性の向上

— データ管理の簡素化

— より迅速なプロビジョニング

— 製品とサービスの市場投入までの期間を短縮

IBM ならお役に立てます。
信頼できる専門知識とテクノロジー、Red Hat のオー
プンなハイブリッド・クラウド・ポートフォリオとパー
トナーの組み合わせにより、企業や組織の変革と成長を加
速できます。

一緒にイノベーションを実
現しましょう →

IT 変革のためのハイブリッド・クラウド
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