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01 | はじめに

ハイブリッド・マルチクラウドの世界
データの役割は変化しました。ビジネスによって生成される
データは、世界中で急激に増大し続けています。
アジャイル
に膨大なデータを活用し、最適化することは、長期的な成功
において引き続き重要な役割を果たします。
今日のビジネスにおいて、ハイブリッド・マルチクラウドの実
現は現実的な優先事項です。マルチクラウドにおけるITイン
フラ戦略の策定は必要不可欠です。ハイブリッド・マルチクラ
ウド・インフラの論点は、それをビジネスの優先事項に合わ
せたハイブリッド・マルチクラウド・インフラについて議論す
ることが最も重要です：
• オンプレミスとオフプレミスを含むITインフラをど
れだけ理解し管理しているか？
• ビジネスの俊敏性を高めるために、
どれだけ簡単か
つ迅速に調整を行うことができるか？
• マルチクラウド・リソースを最大限に活用しているこ
とにどれだけ確信があるか？
•

データ・ストレージソリューションは、企業の
マルチクラウド環境全体で強力な役割を果
たします。

ITコストを削減し効率性を向上させることで、
より多
くのリソースをいかにイノベーション実現に費やす
ことができるか？

当資料は、ハイブリッド・マルチクラウド環境におけるデー
タ・ストレージの重要性について説明しています。多くの組織
がマルチクラウド・アーキテクチャーを採用している理由をご
理解いただけると思います。マルチクラウド向けに今どのよ
うなストレージ・ソリューションを活用できるのか、その選択
肢を把握し、それらを活用することでITおよびビジネスの課
題をいかに解決できるかご確認ください。
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ハイブリッド・マルチクラウ
ド向けのストレージが選ば
れる理由は？
クラウドへの旅

で横断的にビジネスデータとアプリケーションを活用する上で

次世代のクラウドは、
プライベート・クラウド、パブリック・クラウ
ド、ハイブリッド・クラウドをまたがるマルチクラウド環境が中
心です。最適化されたハイブリッド・マルチクラウド・ストレー
ジソリューションは、
クライアント環境の統合、拡張、
自動化に
必要なセキュリティー、
オーケストレーションおよび管理をサポ
ートします。
なぜハイブリッド・マルチクラウドが注目されているのでしょう
か？

環境への移行は加速しています。データの経済性は変化し続

同調査によると、すでに複数のクラウドを定期的に使用して1

けており、それに伴い、組織全体における基幹アプリケーショ

つ以上のビジネス機能を提供している組織のほうが、収益の

ンおよび新しいビジネス・アプリケーションを格納、共有、開発

増加や収益性を含むいくつかの主要な指標で同等企業よりも

する方法も変化しています。

優れていることがわかりました。1 ハイブリッド・マルチクラウ

ハイブリッド・マルチクラウド環境によって、ビジネスの全領域
必要となる移動とコラボレーションが可能になります。多くの
企業では、企業全体としての俊敏性向上とコスト最適化のため
にハイブリッド・マルチクラウドを採用しています。
IBM Institute of Business Value（IBV）が20か国に本社を置く
19の業界の1,000人以上のエグゼクティブを対象にした調査
では、85%の企業がすでにマルチクラウド環境で一部のワー

ド・インフラが、競争優位性を維持するのに役立つ多くの機会
を企業に提供することは明らかです。現代の企業に、ハイブリ
ッド・マルチクラウド・アーキテクチャーを検討させるビジネス
およびITの課題をいくつか見てみましょう。

2021年までに、

98%

の企業がマルチクラウド・アーキ
テクチャーを採用すると予測され
ている1

クロードを運用しており、2021年までに98%の企業がマルチ
クラウド・アーキテクチャーを採用すると予測しています。1

ITが企業全体およびそのビジネス・イニシアチブと連動しなが
ら、ビジネスに貢献することの重要性、およびその方法を近代
化する必要性の高まりによって、ハイブリッド・マルチクラウド
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課題1：
データ量の増大
企業が現在直面しているビジネス上の最重要課題の1つは、
おそらくデータ量の急増でしょう。そして次世代アプリケーシ
ョンがデータの増加ペースを加速させているにも関わらず、
多くの企業のIT予算は同じペースで増加しません。事業活動
により生成される情報の多くは、
（1）顧客取引データ
（2）HR/
ERPシステムの顧客関係管理（CRM）データ、販売記録や従業
員情報等の社内支援業務によるものです。
今日では、IoTなどの新しいソースだけでなく、従来のソース
からストリーミングする従来型データと新しいデータの両方

脅威から保護するために、インフラストラクチャー自体を完
全に刷新することを検討している場合さえあります。
しかし、
インフラ全体の置き換えは多大なコストと顧客、パートナー
およびスタッフの混乱を招く可能性があります。最新のストレ
ージ・ソリューションは、
ミッション・クリティカルなシステムを
維持しながら、新旧さまざまな脅威に対する耐性を強化され
たものでなければなりません。

課題3：
最新のアプリケーション開
発とコンテナ化

を収集することが求められています。構造化データや非構造

データ分析アプリケーションとAIは、最新エンタープライズ

化データを含むあらゆる種類のデータから全ての価値を保

におけるビジネス倍増効果の中心的位置を占めています。オ

管、管理、保護、活用するには、オンプレミスとクラウドストレ

ンプレミスとクラウド環境それぞれにある分析アプリケーシ

ージの利点を組み合わせたハイブリッドなアプローチで進め

ョンを利用する場合が多くなっています。
これらの分析アプリ

る必要があります。

ケーションに、
コンテナ・テクノロジーを活用して移植性を高

課題2：
サイバーセキュリティーと
レジリエンス

め、マイクロサービスを使用することで開発と更新を簡素化
および高速化できます。

最新のストレージ・ソリューションでは、停電から自然災害、サ
イバー攻撃まで、従来からある脅威と新しい脅威の両方から
データを保護し、常に利用可能にする必要があります。
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ハイブリッド・マルチクラウドは、ハイブリッド・クラウド、
プライベート・クラウド、パブリック・クラウド、
オンプレミスとどう違うのでしょうか？
クラウド環境を理解し、マルチクラウド管理に関する意思決定

オンプレミス

パブリック・クラウド

ハイブリッド・マルチクラウド

を行うのは、複雑な場合があります。次のような多くの疑問が生

オンプレミスとは、
コンピューティングやストレージ・リソースが

パブリック・クラウド環境では、インフラストラクチャー、マルチ

データが複数のパブリック・クラウドとプライベート・クラウドを

じます：オンプレミスに何が存在するか？プライベート・クラウ

物理的に企業所有地にあることを指します。オンプレミス・イン

テナント型ハードウェア、サービス等の標準化されたリソースへ

移動するとき、
アーキテクチャーは単なるハイブリッド・クラウド

ドとパブリック・クラウドに何を置くべきか？ 情報システム部門

フラストラクチャーでは、運用、管理、
ストレージ・バックアップと

のアクセスは、従量課金制で加入者が利用可能です。つまり、一

ではなく、ハイブリッド・マルチクラウドになります。ハイブリッ

がそれぞれの環境に各アプリケーションを展開したのは何故

サポートと復元の責任は、オンサイト所有者にあります。

般的に利用可能なインフラで企業独自のスライスを借りるわけ

ド・マルチクラウド環境は、
プライベート・クラウドと従来のリソ

です。パブリック・クラウド・サービスには無償、サブスクリプショ

ースに加えて、複数のベンダーの複数のパブリック・クラウドを

か？そしてそれは正しい決定だったのか？

プライベート・クラウド

ンまたは従量課金制モデルの提供があります。

それを念頭にまず、
さまざまなタイプの環境を少し把握してみ

プライベート・クラウドは、企業のメンバーとそのパートナー・ネ

ましょう。

ットワークにアクセスが限定されるクラウド・コンピューティン

ハイブリッド・クラウド

グ環境です。
プライベート・クラウドの多くはオンプレミスに存

ハイブリッド・クラウドは、
プライベート・クラウドとパブリック・

在しますが、パブリック・クラウド・プロバイダーのインフラ上で

クラウドおよび従来の環境のリソースを、それがオンプレミスま

プライベート・クラウドを運用することもできます。

たはオフプレミスに関係なく組み合わせます。ハイブリッド・ク

利用します。
これらはすべて相互接続され、連携してデータがサ
イロになることを回避します。ハイブリッド・マルチクラウド・ア
ーキテクチャーが適切に最適化されている場合、それがオンプ
レミスにあるかオフプレミスにあるかに関わらず、信頼できる
正確なデータに素早くアクセスできます。

ラウドを採用することで、企業はすべてのアプリケーションとデ
ータを自社イントラネット以外に公開することなく、オフプレミ
スやサードパーティーのリソースの俊敏性とコスト効果の利点
を活用できます。
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ハイブリッド・マルチクラウドにおけるストレージの優位点
あらゆるニーズに対して全てを提供できるプロバイダーいません。だからこそ、ハイブリッド・アプローチは、データがオンプレミスにあ
るか複数クラウドにあるかに関わらず、
ストレージ環境全体の管理に役立ちます。ハイブリッド・マルチクラウド・ストレージのアプローチ
は、データの移動、配置、管理を最適化できます。ハイブリッド・マルチクラウド環境を通して一貫したストレージ戦略を持つことの最大の
潜在的な利点は以下の通りです。

1. データの価値が増大

データ可搬性と俊敏性

ハイブリッド・マルチクラウド・ストレージ アーキテクチャーは、

ストレージ・システム間でデータを中断することなくデータを移

ソフトウェアとソリューションが大量のデータフローを処理し、

動する必要があるのには、
さまざまな理由があります。
リース期

ビジネス価値を生み出すのに役立つ強力なツールとなります。

限切れ、パフォーマンス最適化、テクノロジーやベンダーの変

ストレージ容量
データの経済性に関して情報システム部門が直面する 最初の
課題は、全データの保管につきます。
データの増大で、
より多くの
ストレージ容量が必要になります。
では、
それをどこに保存しま
すか？
パブリック・クラウドのストレージ容量は事実上無制限です。パ
ブリック・クラウドのリソースを使用する場合、
ストレージ機器を
購入したり、電源や冷却装置を供給したり、修理や交換を行った
りすることはありません。使用するものに対して月額料金を支払
うだけです。ハイブリッド・マルチクラウド・ストレージソリュー
ションのパワーを活用して、必要に応じて追加のストレージ容
量を購入できます。
また、
クラウド・プロバイダーに相談して、パ
フォーマンス、セキュリティー、その他の項目について、ビジネス
要件と予算に見合うレベルを取得できます。

データ共有と移動の優位性は、
より良いビジネスを意味します。

更、適切なハードウェアに適切なデータを配置するための階層
化などはその一部にすぎません。マルチクラウド・ストレージ・
ソリューションが最新テクノロジーと最新機能を備えていれば、
クラウド・プロバイダー間でデータセットを迅速かつ場合により
自動的に移動し、データ経済性を向上させることができます。
貴社のデータアーキテクチャーは、大幅な改修やアップグレー
ドなしで新しいBIツールに対応しますか？ サポートするソフト
ウェア基盤を備えた 適切なマルチクラウド・ストレージ・ソリュ
ーションは、企業の俊敏性を 促進し加速します。企業の全ての
データ資産の場所と状況を、1人の管理者が確認できます。いつ
でもどこでもデータへのアクセス許可を付与したり、
それを制限
または促進するシステムポリシーを確立できます。企業のプラ
イベート・クラウドを複数のパブリック・クラウドリソースと透過
的に統合して、企業データ・オーシャン全体から個別のデータレ
イクを作成できます。
これらのデータレイクは、ビジネスインテリ

適切なハイブリッド・マルチクラウド管理ツールを実装している

ジェンス、サイバーセキュリティー、
またはアプリケーション開発

場合にのみ、
これらの利点がストレージ・ソリューションに備わ

ソリューションのデータソースになることができます。

ることを理解することが重要です。

7

04 | ハイブリッド・マルチクラウドにおけるストレージの優位点

パフォーマンス

システム可用性と障害復旧

最後に、ビジネス・ユースケースごとに開発されたアプリケーシ

どちらもゼロを選択し、本番システムがダウンした瞬間から復

ョンに求められるパフォーマンス要件もそれぞれです。特定の

旧システムが稼働するまでの時間やデータを一切失わない災

アプリケーションまたはユースケースのソースとして膨大な量

害対策ソリューションを導入することもできます。ただし、
コスト

の企業情報からデータレイクを作成する場合、効果的なハイブ

が高くなり、データが同期的に複製される場合、
アプリケーショ

リッド・マルチクラウドストレージソリューションにより、特定の

ンのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。代わり

データセットが格納されている場所からでも機敏なデータ移動

に多くの企業では、低コストもしくはより低コストのオプション

が可能になります。
できるだけ高速に処理する必要があるもの

を選択しています。

や、それほど高速性は求められないものなどさまざまです。前
述のように、最高のパフォーマンスを得るには、ネットワークの
遅延を最小限に抑えるために、データをアプリケーションの物
理的に近くに配置し、ネットワーク・レイテンシーを最小化する
必要があります。特定のアプリケーションまたはユースケースの
ソースとして膨大な量の企業情報からデータレイクを作成する
場合、効果的なハイブリッド・マルチクラウド・ストレージ・ソリュ
ーションが、特定のデータセットが格納されている場所からで
も俊敏なデータ移動が可能となります。
最新のハイブリッド・マルチクラウド・ソリューションは、
自動化
によりパフォーマンスを向上させることもできます。パブリック・
クラウドとプライベート・クラウド、
コンテナやKubernetesのさ
まざまなテクノロジー・プラットフォームで複数のクラスターを
管理できます。必要な時に必要な場所でこの情報にアクセスで
きると、効率が向上し、貴重な時間を節約できます。

マルチクラウド環境内のツールは、同期または非同期レプリケ
ーション、
自動的な2または3サイトレプリケーション、そしてメト
ロまたはグローバルのレプリケーション距離の選択肢を提供し
ます。
これらすべての選択肢が既にストレージ基盤にネイティ
ブで備わっているため、ビジネス目標と予算の制約を満たすビ
ジネス・レジリエンス・ソリューションを作成できます。
データ保護
データ保護は、堅牢なハイブリッド・マルチクラウド環境が真に
役立つもう1つの領域です。現在は全方位型暗号化を提供する
ツールが利用可能になっており、データを保存中と処理中の両
方で暗号化できます。効果的なマルチクラウドソリューションの
鍵は、
ソフトウェア・デファインド・ストレージ（SDS）の技術と機
能に大きく依存していることです。
これは、
アプリケーションホス
トと基盤となるストレージハードウェアの間にソフトウェア層が
常に存在することを意味します。
このSDSの層が、
さまざまな暗

2. ビジネスの回復力

号化機能を含む柔軟性と追加機能を提供します。
しかし、SDSの

ハイブリッド・マルチクラウド・ストレージ・アーキテクチャーの

更新・拡張できることです。

2つの重要な側面は、高可用性と障害復旧（DR）にあります。あ
らゆる種類、あらゆる規模の多くの企業が、
クラウドベースの
ビジネス・レジリエンシー・ソリューションによって提供される
利便性、
コスト効率、柔軟性を活用しています。主な利点の1つ
は、設備投資が最小限に抑えられることです。
クラウドサービ
ス・プロバイダーは、
さまざまな復旧サイトオプションを提供し
ています。
これらは、
システムの復旧時点ポイントと目標回復時
間（RPO/RTO）に関する決定において大きな意味を持つはず
です。

重要な側面は基盤となるハードウェアよりも、はるかに簡単に

ハイブリッド・マルチクラウド・ストレージ・ソリューションが提
供するもう1つの重要なデータ保護メカニズムは、
ファイルアク
セス権の集中管理です。
これにより、データのサイロ化が可能
となり、データの単一の信頼できる情報源を得ることができま
す。
これを実装することにより、
アクセス制御リストを迅速に管理
し、特定のビジネスユニットやユーザーにデータへのアクセス
を許可または拒否できます。
さらに、言及されているこれらの機能はすべて、一般データ保護
規制（GDPR）等のさまざまなコンプライアンス規則基準を維持
しながら、データを可能な限り安全に保つのに役立ちます。
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オンプレミスやクラウドベースのサービスにデプロイされたダ

コンテナ化

ウンロード可能なツールとして新しいデータ保護テクノロジー

コンテナ技術は、
アプリケーションとそのランタイム環境 ー 即

が利用可能になると、ハイブリッド・マルチクラウド・ストレー

ち実行に必要な全ファイルをパッケージして分離します。
これ

ジ・ソリューションは、特殊なニーズに適応できます。

3. 最新のアプリケーション・デプロイメント
分析とAI
全てのデータに分析を適用して効率を明らかにし、潜在的な脆
弱性と障害箇所を特定できる必要があります。ハイブリッド・マ
ルチクラウド環境は、AIインフラ、ビッグデータ、分析、モバイル
を活用する新しい製品、サービス、ビジネスモデルに必要とす
る柔軟性をもたらします。AIアプリケーションが提供する価値

により、完全な機能を維持しながら、含まれるアプリケーション
を開発、テスト、本番環境間で簡単に移動できるため、開発者は
一度ビルドしてどこにでもデプロイできます。ハイブリッド・マ
ルチクラウド規模でのデプロイと管理を調整するには、Cloud
Native Computing Foundationによって維持されるオープンソ
ースシステムであるKubernetesが必要となるでしょう。
コンテナ
は、責任範囲を分離することにより、開発チームと運用チームの
対立構造を緩和するのに役立ちます。開発者はアプリに、運用
者はインフラストラクチャーに集中できます。

は、膨大なデータ・ストリームを理解する能力から生じます。
AIアルゴリズムのトレーニングに使用するデータが多いほど、
パフォーマンスは向上します。
では、
どうすればデータを確実に管理できるのでしょうか？

ハイブリッド・マルチクラウド・ストレージのア
プローチは、データの移動、配置、管理を最適
化できます。

データ統合
データがサイロになっており、不必要に重複データを作成して
しまうとデータの同期がとれなくなります。その結果、
どのデー
タセットが最新で最も正確であるかを判断するのが困難にな
ります。
ストレージ仮想化を備えたハイブリッド・マルチクラウ
ド戦略は、データ統合と単一の信頼できる情報源を提供し、企
業内のどこにデータがあるかに関係なく、全てのデータを一元
的に表示できます。仮想化レイヤーから、企業全体でデータを
統合し、AIとビッグデータ分析に必要な洞察を得ることができ
ます。
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ハイブリッド・マルチクラウ
ドでのストレージ活用計画
を策定

3. 革新 この時点は、企業が新しくクラウドネイティブな アプリ
ケーションの構築を開始する段階です。
データの可搬性と

レージを配置するかは、データセキュリティー、規制環境、パフ

セキュリティーを向上させるストレージが極めて重要です。

ォーマンス、および可用性の要件によって異なります。

4. 管理 クラウド・アプリケーションとオンプレミス・アプリケー
ション、複数のクラウド、そしてベンダー・アプリケーション
を組み合わせて使用している組織は、新しい機能を継続的

ハイブリッド・マルチクラウドへの道のりは各企業ごとに微妙

に提供しながら、同レベルのサービス品質とレジリエンス

に異なりますが、採用の段階には類似点があります。ハイブリッ

を提供できるようにする必要があります。
この段階では、
ソ

ド・マルチクラウド・インフラストラクチャーへの移行のエントリ

フトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)、
また新しいツール、

ーポイントを見てみましょう：

プロセス、
スキルを採用する必要があります。
スムーズな

1. 移行 この段階では、既存アプリケーションとそのデータをリ
フト＆シフトでクラウドに移行することが中心になります。
ここでの焦点は、電子メールなどの大きな依存関係がな
く、
アプリケーションの再設計や新しいハードウェアの購

運用には、運用、
自動化、管理への一貫したアプローチを備
えた柔軟なストレージが必要です。
いくつかの新しい課題と検討事項が発生する可能性があります：

入を必要としない、それほど複雑ではないアプリケーショ

ストレージへの接続：ストレージがクラウドにどのように接続す

ンです

るかを考慮することが重要です。
コンテナはアプリケーションと

2. 最新化 企業が、
アプリケーションをクラウド上で実行するよ

そのランタイムを移動できますが、
アプリケーションが目的の

うに書き直しを開始する段階です。
コンテナとマイクロサ

場所に到達すると、データにアクセスする必要があります。
レプ

ービスを使用すると、
アプリケーションをクラウドに対応さ

リケーション、
スナップショット、データ移行はすべて、ハイブリ

せるために必要な更新とデータ移行が迅速かつ簡単に行

ッド・マルチクラウド全体で機能する必要があります。

えるようになります。

ストレージの場所：ハイブリッド・マルチクラウド内のどこにスト

導入のスピード：ストレージ基盤におけるベンダーのイノベー
ションのペースは加速しており、ハイブリッド・マルチクラウドに

戦略的なソフトウェア基盤を選択すると、
API、
自動化、運用、手順、
スキル、
トレーニン
グの一貫性に影響を与えることなく、長期に
わたってハードウェア・サプライヤーを選択お
よび変更する柔軟性が得られます。

より、最新イノベーションを迅速に採用することが重要になって
います。
ストレージはそれを促進する必要があります。
移行に際して特定ストレージを選択すると、ハイブリッド・マル
チクラウドの将来に影響を与える可能性があります。

既存ストレージの最新化
戦略的なソフトウェア基盤を選択すると、API、
自動化、運用、手
順、
スキル、
トレーニングの一貫性に影響を与えることなく、長
期にわたってハードウェアサプライヤーを選択および変更でき
る柔軟性が得られます。ただし、新しいハードウェアの購入を必
要とする戦略を詳しく説明するのではなく、既存のストレージの
最新化に焦点を当てましょう。多くの場合、選択するソフトウェ
ア基盤はそれを実行するハードウェアよりも戦略的に重要では
ないにしても同様です。従来、
ストレージシステムには機能が関
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連付けられていましたが、将来的にはそれらの機能をポータブ
ルにすることができます。戦略的なソフトウェア基盤を選択する
と、API、
自動化、運用、手順、
スキル、
トレーニングの一貫性に影

適切なストレージソフトウェア基盤は次のことが可能です：
• 中断することなくストレージシステム間でデータ移動
できるようにすることで、データの俊敏性を向上させ

響を与えることなく、長期にわたってハードウェア・サプライヤ
ーを選択および変更できる柔軟性が得られます。

ソフトウェア基盤の強み
ハイブリッド・マルチクラウド全体に広がる強力なソフトウェア
基盤で、実際に運用が簡素化することができます。現在のほと
んどのIT組織と同様に、
フロアに複数のベンダーのストレージ
システムがある可能性があります。
また、
これらのベンダーごと
に、ベンダーに特化したモニタリングと管理プラットフォーム、
そして異なるAPIと手順も備えているかもしれません。結果とし
て煩雑性がダウンタイムにつながる可能性があります。
ハイブリッド・マルチクラウドをサポートする一貫したソフトウ
ェア基盤があれば、モニタリング、管理ツールについて別の発
想が可能となります。ベンダーに関係なく、すべてのハードウェ
アを同じAPI、手順、インターフェースのセットでサポートする一
貫したソフトウェアベースのアプローチを選択でき、オンプレミ

ます。
• 更新を通じて、テクノロジーの変化（Linux®、
コンテ
ナ、Kubernetes等）に対応し、適応します。
•

APIを使用して、従来型データセンターおよびハイブリ
ッド・マルチクラウド全体にデプロイします。

• 既に所有しているストレージにさらに多くのデータを
保存するために、
「古いものと新しいもの」すべてのス
トレージにわたってデータ削減を拡張します。
• すべてのストレージにわたって保存データを暗号化す
ることにより、サイバーレジリエンスを向上させます。
最後に、インフラストラクチャーがほぼ全てのハードウェアプラ
ットフォームをサポートする戦略的ソフトウェア基盤に基づい
ている場合は、APIや手順を変更せずにインフラストラクチャー
に新しい要素を挿入して、新しいハードウェアのイノベーション
を吸収するために迅速に対応できます。

スおよびクラウドインフラ全体で一貫したエクスペリエンスを
アプリケーションと運用に提供することができます。
第二に、
クラウドについて考えます。一部のクラウドには、
スト
レージ管理とモニタリングをさらに自動化できるAIサービス
があります。
また、ツールがクラウド上でSaaSサービスとして実
行されている場合、それは運用チームの拡張機能のようなも
のです。

ハイブリッド・マルチク
ラウド・ストレージを選
択する際の考慮点

1. データの永続性
2. データのガバナンス
3. オンプレミス 対オンクラウドの保存
4. バックアップと障害復旧
5. セキュリティー
6. 管理
7. コスト
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ハイブリッド・マルチクラウド環境のストレー
ジ成熟度を評価
あなたの時間、取り組み、研究は徹底されています。注意深く完璧にやり遂げ、今は経営幹部との会話に入るタイミングです。ハイブ
リッド・マルチクラウド・ストレージ戦略を経営幹部レベルの関係者に立証するには、次のことを理解する必要があります：彼らにと
って重要な ことは何か、
そして ハイブリッド・マルチクラウド・ストレージリソリューションへの投資を 後押しするのは何か。

検討すべき4つのステップ
1. ストレージの成熟度はどのように向上しま
すか？
現在のストレージの成熟度を評価します。なぜこれが重要な
のでしょうか？ ESGの調査では、
ストレージ成熟度は、ビジネ
ス成果の向上、ITの有効性の向上、
ストレージKPI2に集中す
る能力など、多くの有益なビジネス上の利点をもたらすこと
がわかっています。. 従って、テクノロジー・ソリューションの点
で遅れをとっている場合でも、
この情報は、改善の余地がある
ことを示しているため、知っておくと役に立ちます。
実際ESGによると、
リーダーと言われる企業は、ビジネスの成
功、IT運用の有効性、マルチクラウドの迅速性の達成、人工知
能の取り組みの進展など、多くの主要業績評価指標（KPI）
と
特性にわたって最高の結果が報告されています。2
広く開かれた市場。左のグラフは、
ストレージ成熟度で十分な
進歩を遂げたIT組織がほとんどないことを示しています。ESG
によると、回答者の企業の大部分がフォロワー（42%）かエク
スプローラー(32%)のカテゴリーに分類され、ある程度のス
トレージ成熟度の特性は示しているものの、
さらなる進歩が
必要でした。
ESGの評価では、
ストレージの成熟度がラガード（遅滞層）
と
評価された回答企業は、
リーダーと同じわずか13%でした。2

（右の図を参照して下さい。）
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2. 経営幹部の目標と合わせる
話を常にストレージ成熟度に結び付けましょう。
ステップ1の情
報を活用して、会話を開始します。
これが高額な技術アイテムと
して役立つでしょう。あなたが言及するメリットがすべて、経営
幹部の投資につながれば理想的です。

これらの目標とイニシアチブに、
カギとなるデータポイントを提供
します。例えば、次のように：
• ビジネスの優先事項：ストレージ成熟度のリーダーで
あることは、ビジネス成果の向上につながります。ESG
の調査では、変化する市場動向の予測にどれだけデー
タをうまく活用していると感じるかとの質問に、
「非常

経営幹部のビジネス目標を理解し、戦略的イニシアチブに合致

に成功している」
と答えたリーダー層回答者は ラガー

させましょう。不正確な情報で会議に参加してはいけません。あ

ド層の20倍でした。

なたは、ビジネスケースも技術面の優先事項と同様に合致さ
せ、論じたいと考えるでしょう。例：
• ビジネスの優先事項：より良い顧客体験の提供、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、現行の規制を遵守し続ける徹底的なセキュリ
ティー・メカニズムの実装。
• 技術的優先事項：テクノロジーの最新化だけでなく、
チーム間の俊敏性を構築するため。従って、DevOpsを
クラウドに接続し、データ分析をAIに、データ保護を
セキュリティーに、そして回復力をどのように接続する
かなどを理解してください。

2

• 技術的優先事項：ストレージ成熟度のリーダーはイ
ンフラストラクチャーを最新化し、内部チームの結束

3. 計画を共有

4. ビジネス価値の結論と繰り返し

率直かつ簡潔に。次の領域での、調査結果の重要ポイントを述

成熟したハイブリッド・マルチクラウド・ストレージソリューション

べましょう：

導入の結果としての、ビジネス上の利点を再度説明しましょう。

•

なぜデータストレージにハイブリッド・マルチクラウド

• データ統合で信頼できる単一情報源を実現

が最適なのか？

• アプリケーションが正確な洞察を提供していることを

• オンプレミスと各種のハイブリッド・クラウド、パブリッ
ク・クラウド、
プライベート・クラウドとの主な相違点
• 最適化されたハイブリッド・マルチクラウド・ストレー
ジ環境が提供するもの

確認する
• 非構造化データからより大きな価値を引き出し、
より
良いビジネス成果を可能にします
• ビジネス・レジリエンスの確実な向上

も可能にします。ESGによると、
リーダー層企業に属す

• ハイブリッド・マルチクラウド計画

• 最新アプリケーションのデプロイ

る回答者の67％が、
ストレージやデータサービスが

• ストレージ成熟度の重要性とビジネスへの全体的影響

• 事業満足度の向上 会議が終わったら、
フォローアップ

DevOps等のアプリケーション開発イニシアチブを「非
常にうまく」サポートしていると報告しましたが、
これ
に対しラガード層は13%です。2

経営幹部からの質問に備えましょう。
あなたの調査と会議です。
どんな質問にも回答できる準備をしておきましょう。
投資への要求とスケジュールの明確化。データを武器に、
この機
会に投資の緊急性を促がしましょう。市場における ストレージ
成熟度のリーダー層が限られる現状で、ストレージ・イノベーシ
ョンの数少ない先駆者となるチャンスです。

のアクションアイテムを用意し、関係者からのフィード
バックをすべて奨励してください。
• ビジネス成長に合わせてデータのスケーラビリティー
を実現
フォローアップアクション。会議終了後は、
フォローアップのアク
ションアイテムを使用し、関係者からのフィードバックを奨励し
てください。
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貴社のビジネスはどこを目指していますか？
そのためには、成長するマルチクラウド環境を管理し、そのパワ

IBMは、お客様がインフラストラクチャーに依存しないハイブ

ハイブリッド・マルチクラウド戦略の活用は、課題に積極的に取

ーを活用してビジネス面や技術面の目標を達成する必要があ

リッド・マルチクラウド向けストレージ環境を構築する支援をし

り組むデータドリブンな企業にとって大きな利点となります。
し

ります。ハイブリッド・マルチクラウド環境は、次の場合に成功す

ます。
これは、Kubernetes及びRed Hat®OpenShift®用の新しい

かし、デジタル変革をリードする意志があっても、
この規模のプ

るように最適化されていることがわかります：

Container Storage InterfaceなどのAPIを介して、
クラウド運用

ロジェクトには、あらゆる動きをサポートするツールが必要で

• データが必要な時に必要な場所にリアルタイムで移
動します。
•

ITインフラストラクチャーは、競争上の優位性を獲得
して維持するために必要な柔軟性、パフォーマンス、
コスト効率を提供します。

• データ資産から得られる価値をすべて獲得している
ストレージの変革を開始するために、テクノロジー・パートナー
と会う準備ができているでしょうか？

環境とのオーケストレーション統合によってこれを実現してい

す。適切なチーム、目標、
ソリューションを導入で、データドリブ

ます。
また、VMwareとの統合も深めていますまた、VMwareと

ンな企業は、
コスト削減、信頼性の向上、データ管理の簡素化、

の統合も深めています3 IBM Storage Insightsは、一貫性した

プロビジョニングの迅速化、製品とサービスの市場投入期間の

AIを活用した管理エクスペリエンスを提供し、IBM Spectrum

短縮というメリットを得られます。

Virtualizeは、ハードウェアサプライヤーの選択に関係なく、オン
プレミスとパブリック・クラウドの両方で一貫したストレージ機
能とデータモビリティーを提供します。
また、IBM Storageはクラ
ウドのような価格設定で、オンプレミス・ストレージ基盤に使用
料に応じた課金オプションを提供し、パブリック・クラウドストレ
ージの設定を反映しています。

IBMストレージ・ソリューションがどのように役立つ
かについては、IBM営業もしくは IBMビジネスパー
トナーにお問い合わせください。
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