サービス・プロバイダー: クラウド・ストレージ・サービスの
差別化と価値向上においてストレージ基盤が果たす役割
製品概要 (Sponsored by IBM)

概要
クラウド・ストレージは、クラウド・サービスの中でも最も幅広く急速に成長している
カテゴリーの 1 つです。多くのクラウド・サービス・プロバイダーは、顧客のニーズに
応えて、従来のアプリケーションとクラウド・アプリケーションをサポートするため、
ストレージ容量をオンデマンドで顧客に提供する「Storage as a Service」を提供し始め
ました。さらに、プロバイダーは、Compute as a Service、Platform as a Service、Software
as a Service などの他のクラウド・サービスに関連するストレージ・オプションを拡充
しています。クラウドによるバックアップ・リカバリーは、プロバイダーが新規顧客を
獲得し、既存の顧客を維持・拡大するための、ストレージに関連する新たな機会となっ
ています。
ただし、顧客への価値とプロバイダーの利益の両方を実現するクラウド・ストレージ・
サービスを立ち上げるには、構想以上のものが必要です。ストレージ基盤が顧客の可用
性に対する厳しい要求を満たしながら、多量データに対応できるよう設計されていなけ
れば、ストレージ・サービスは成功しません。さらに、顧客はストレージ・サービスを
顧客独自のサーバーおよびストレージ環境と統合する必要があるため、ストレージ基盤
は主要なクラウドや仮想化プラットフォームと相互運用する必要があります。最後に、
競争が激化しているクラウド・サービス市場において、最適な基盤こそが、自社のスト
レージ・サービスを競合サービスから差別化する付加価値を提供できます。
本資料では、クラウド・ストレージに関する顧客の期待と、その期待に応える能力に基
盤の選択が及ぼす影響を検討します。基盤がサービスの差別化と顧客価値の創出にどの
ように役立つかを説明します。また、データの保管、保護、アクセスに関する厳しく、
また進化する顧客ニーズに対応できる適切なストレージ基盤の選択について、ヒントを
提示します。最後に、IBM XIV ストレージがサービス・プロバイダーのニーズにどの
ように応え、またサービス・プロバイダーが成功するために、如何に XIV が正しい選
択なのかを説明します。

サービス・プロバイダーに機会をもたらすストレージの増大
わずか数年前は、大半の企業がストレージを (必要ではあるが) 戦略上重要ではない投
資として捉えていました。今日、「ビッグデータ」の分析、ソーシャル・メディア、e
コマースなどの分野における継続的なテクノロジー・イノ
IT 意思決定者の 31% が「データ・
ベーションにより、データ・ストレージとその管理は、あ
ストレージの増大」をデータセンター
の課題の第一位として挙げています。
らゆる規模の企業にとって決定的に重要なものとなりまし
た。さらに、データ・アクセスに関する顧客の期待が高ま
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り、データの適切な保管への規制が一層厳しくなり、そして変化しているため、多くの
企業ではコストや複雑さの増大に加え、従来型のオンプレミス・ストレージに関する悩
みの種が増えています。このような傾向を背景に、ストレージに対する認知度も、 IT
に対するプレッシャーと同様に高まっています。当然ながら、IT 意思決定者を対象と
したフロスト・アンド・サリバン社による 2013 年の調査では、回答者の 31 %が「デー
タ・ストレージの増加に関する問題」が、データセンターの課題の第 1 位に挙げらてい
ます。
このように回答した多くの IT 意思決定者にとって、この課題に対する答えはクラウド
にあり、その効果に高い期待が寄せられています。図 1 に示すように、クラウドに関す
る意思決定を行なう基準として、運用効率に対する期待 (コストの削減、保守の負担の
軽減) と、即応性の向上 (俊敏性の向上、スケーラビリティー) が挙げられます。要する
に、予算とリソースの配分について、IT 部門が感じている負担を削減しつつ、市場投
入までの時間短縮や俊敏性など、ビジネス目標を達成するための手段として、企業はク
ラウドを検討しているのです。
図 1: 企業の期待はクラウド・ソリューションによる IT の効率性と即応性の向上
クラウドに関する意思決定にとって促進要因が
「非常に重要である」と評価した IT 意思決定者のパーセント
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出典: フロスト・アンド・サリバン

サービス・プロバイダーにとって、顧客の課題はビジネス機会を表しています。今後 2
年間で、ティア 1 ストレージ用にクラウド・ソリュー
今後 2 年間で、ティア 1 ストレージ
ションを実装する企業の数は 33% 増えます。フロス
用にクラウド・ソリューションを
ト・アンド・サリバン社の調査によると、2017 年ま
実装する企業の数は 33% 増加します。
で米国のクラウド・ストレージの収入は年平均成長率
66% で増加します。これは、クラウド・コンピュー
ティングの成長を超える比率です。
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クラウド・ストレージ市場についてこのように高度な成長が予測されているため、サー
ビス・プロバイダーは、すぐに収入を得られることを期待して、ほとんど事前計画せず
に競争に飛び込みがちです。データセンターに既に存在するコンポーネントや廉価で入
手できるコンポーネントからストレージ基盤を構築して、汎用管理プラットフォームを
重ね、パンフレットを作り、「クラウド・ストレージ」サービスの提供を開始するかも
しれません。
ただし、初期段階のクラウド市場では、市場全体が成長しても、すべてのプロバイダー
が成功を収めるわけではありません。企業顧客は、クラウド・ストレージ・サービスの
利用に関して慎重であることが分かっており、ほんの一部のワークロードやデータベー
スで複数プロバイダーを検証しています。信頼
米国のクラウド・ストレージの収入は 2017 年
できるプロバイダーを見つけたときにだけ、そ
まで年平均成長率 66% で増え、クラウド・
のクラウド・ストレージを企業ストレージ戦略
コンピューティングの成長率を超えます。
にとって意味のあるコンポーネントとして位置
付けます。顧客のニーズに応えるクラウド・ストレージ・プロバイダーは、持続的な収
入増加が期待できます。その他のプロバイダーは、いくつかのテスト・ワークロードだ
けでなく、さらに多くのワークロードで採用されたいのであれば、顧客が感じるサービ
ス価値を改善しなければなりません。
実際、顧客は絶えず、自分の期待に合っているかどうかだけでなく、競合サービスと比
較してストレージ・サービスを評価しています。クラウド・ストレージ・プロバイダー
が期待に応えられない最も一般的な分野は、セキュリティー、コンプライアンス、信頼
性、性能に関連しています。
図 2: 企業が関心を持っているのはクラウド・ストレージ・サービスのセキュリティー、
コンプライアンス、性能
クラウドを 1 つ以上のワークロードのために使用しない意思決定にとって
基準が「重要である」と評価した IT 意思決定者のパーセント
Concerns about security

82%

Inability to meet compliance requirements

77%

Unreliability of cloud centers

74%

Poor/inconsistent performance

73%

Loss of control over my applications

72%

Concerns about provider lock-in

60%

70%
65%

70%

75%

80%

85%

出典: フロスト・アンド・サリバン
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要するに、顧客はクラウド・ストレージ・プロバイダーに明白な要件を提示しています。
つまり、「我が社の期待に応えなければ、他社を検討するか、従来型のストレージ・モ
デルを使い続ける」と言っているのです。
クラウド・ストレージ・プロバイダーにとっての朗報は、適切なストレージ基盤を選択
すれば、尐なくとも部分的には大半の企業の懸案事項に対応できることです。プロバイ
ダーは、回復力のある強力な基盤を実装することにより、現在だけでなく、将来、スト
レージ・ニーズが増大しても、顧客の期待に応える態勢を整えることができます。プロ
バイダーは、適切な基盤によって競合他社との差別化を図ることができます。例えば、
基盤が安定した性能が提供できる場合、プロバイダーは、業界最高クラスのサービス・
レベル・アグリーメントを設定できます。基盤がデータを安全に処理することを信頼で
きる場合、プロバイダーは、コンプライアンスの認定を追求できます。さらに、適切な
基盤でコストを最小限に抑え、プロバイダーは健全で成長性があり、しかも利益率の高
いクラウド・ストレージ事業を構築・維持できます。

適切なクラウド・ストレージ基盤の選択
クラウド・ストレージ環境は、プロバイダーにとって、効率的な容量使用率や容易な運
用管理を支援するよう、最適に動作する必要があります。同様に、顧客にとって、可用
性と安全性に優れたデータ・アクセスとデータ保護を支援できなければなりません。し
かし、クラウド・ストレージ環境は独立していません。あらゆる顧客が、他の仮想化環
境やクラウド環境で構築およびホストされているアプリケーションや、バックアップ・
リカバリー・ソリューションと相互運用できるクラウド・ストレージ環境を必要として
います。そのため、クラウド・ストレージ環境は、VMware、KVM、Microsoft Hyper-V、
OpenStack などの主要なクラウド・プラットフォームや仮想化プラットフォームと簡単
に統合できる必要もあります。
どのようなデータセンター基盤を構築する場合でも多くの資本が必要となるため、プロ
バイダーは、最大の利益を得られる方法で慎重に投資する必要があります。プロバイダ
ーは、回復力と耐久力があり、費用対効果に優れたサービスを提供するために、予測可
能性、回復力、シンプルさ、費用対効果、他のクラウド環境との統合という 5 つの主要
基準を満たすストレージ・システムを探すべきです。

予測可能性
顧客企業はストレージ・ワークロードを委託する際、クラウド基盤を共有する顧客の数、
ボリューム、ワークロードのタイプに関係なく、一貫した性能を期待します。
予期しない問題が起こる可能性を減らすために、入出力の性能を低下させずに、変化お
よび増加するワークロードに対応できるストレージ基盤を選択しましょう。自動スケー
リング、セルフチューニング (可能であればチューニング不要)、ロード・バランシング
といった高度な機能は、一貫性を確保しながら、手作業にかかるコストを削減する上で
役立ちます。予測可能な性能を発揮する強力な基盤があれば、性能や可用性に対して魅
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力的なサービス・レベル・アグリーメントを設定することにより、サービスの差別化を
図ることができます。

回復力とセキュリティー
顧客は、ビジネスを運営する上でデータを頼りにしています。重要なビジネス・アプリ
ケーションでは、複数ソースからの連続したデータベース・アクセスが必要になること
があります。業界のベスト・プラクティスとデータ・プライバシーの要件に準拠するに
は、厳密な処理が必要になります。重要なワークロードに関しては、顧客は言い訳を一
切受け付けず、定期的な保守のためであってもストレージやネットワークのダウン時間
も受け入れません。また、ハードウェアとネットワークでデータが安全であることの保
証も求められます。これは、マルチテナント環境では特に重要な懸案事項です。クラウ
ド・ストレージ・サービスを構築する際、顧客が要求するレベルのセキュリティーとア
ップタイムを基盤がサポートすること、顧客のワークロードが相互に論理的に分離され
ていることを確認しなければなりません。ストレージ構成は、顧客が適切な可用性レベ
ルを選択するのに十分な弾力性、いずれかのコンポーネントが障害を起こした場合に稼
働し続けるための自己修復力、チューニングや手作業無しにシームレスに容量を拡張で
きるスケーラビリティーを備えている必要があります。

シンプルさ
過負荷な状態、しかもリソースが不足している IT 部門にとって、運用から複雑さを取
り除くことは重要な目標です。これは利益率の低いクラウド・ストレージ・プロバイダ
ーにとって極めて重要なことです。そのため、自動化、標準化、オープン・スタンダー
ドを活用して運用を簡素化するクラウド・ストレージ基盤の実装が不可欠です。従来型
のストレージ環境を管理している顧客にとっては、このことは、基盤管理プラットフォ
ームが確実にオープン・スタンダードをサポートするようにして、顧客が使い慣れたツ
ールやプラットフォームを引き続き使用できるようにすることを意味します。ストレー
ジ専門家から業務部門ユーザーに至る幅広いエンド・ユーザーが、直観的で強力な管理
画面上でワークロードを構成および実装でき、思い通りに操作できることを意味します。
簡素化もサービス・プロバイダーに利益をもたらします。実装とスケーリングを自動化
する基盤プラットフォームは、運用コストを削減し、実装にかかる時間を短縮します。
運用管理の作業は、クラウド環境について可能な限り多くの側面を可視化できる優れた
プラットフォームによって簡素化できます。例えば、顧客のアカウントや、基盤の使用
率、コンポーネント・ベースの障害対応、設備管理、財務と請求の業務などです。リア
ルタイム・データに基づく分析など、ストレージ・クラウドの運用を高い精度でサポー
トする、使いやすいシステムを探しましょう。

費用対効果
変化が激しく新しいクラウド市場では、多くのクラウド・サービス・プロバイダーは、
データセンター構築への多額の投資をまだ回収できていません。さらに、市場主導の価
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格は低く、多くのプロバイダーがストレージ・サービスの料金として請求できる金額が
抑制されています。利益が尐なくなる可能性があるため (特に事業を拡大しているため
に)、可能な限り費用対効果に優れたクラウド・ストレージ環境を構築することが極め
て重要です。以下は、ストレージ・システムの費用対効果を評価する際に考慮すべきい
くつかの点です。


成長に応じた拡張性 – 手ごろな価格のソリューションから開始して、必要に応
じて素早く容量を拡張できる、モジュール式または簡単に拡張できるストレー
ジ・システムを選びます。こうすると、資本コストを収入に合致させることがで
きます。



システム効率 – 使用可能容量を最大限に高めながら、エネルギー消費量を最小
限に抑えるシステムを探します。こうすると、収入を増やして、システム当たり
の運用コストを減らすことができます。



技術的なリソース要件の最小化 – 実装にかかる時間を短縮して、保守要件を最
小限に抑える統合プラットフォームを探します。こうすると、ビジネス上の重要
プロジェクトに応じて、技術要員を柔軟に調整できます。

クラウド環境との統合
今日、ほぼすべての企業が、オンプレミスとリモート、自社管理とホスト型、専用と共
有、パブリック・クラウド、プライベート・クラウド、ハイブリッド・クラウドのリソ
ースの組み合わせで構成された異機種混合 IT 環境をサポートしています。現在、この
ような環境の多くが個別に管理されていますが、企業は、今後この複雑さを軽減して、
複数の環境にわたってシームレスな相互運用を実現することを期待しています。その期
待には、複数の環境間でデータをシームレスに移動できるだけでなく、共通の管理ツー
ルが多様なモデルにわたって可視化できることも含まれます。プロバイダーは、適切な
基盤によってこの期待に応えることができます。ストレージ基盤は、主要なクラウドや
仮想化プラットフォームと適切に連動することで、最高水準の性能を確保するとともに、
ソフトウェアまたはハードウェアが更新されるたびに多くの時間や労力を必要とするテ
ストやチューニングが最小限で済むようにする必要があります。

クラウド・ストレージ基盤として IBM XIV Storage System を検討する理由
サービス、ソフトウェア、ハードウェアの完全なポートフォリオを提供するクラウド業
界のリーダーである IBM は、サービス・プロバイダーが成功するためのクラウド・ス
トレージ・ソリューションを提供できる比類ないベンダーとして位置づけられています。
ストレージ基盤を選択する際、クラウド・ストレージ・プロバイダーは、主要な基準で
高い価値を提供する IBM XIV Storage System を検討するのが賢明です。
予測可能性 – IBM XIV は、容量の拡張に合わせてスケーリングすることで、一貫した
性能を保証します。モジュール式のグリッド構造によって、サービスを中断することな
く、ストレージを必要に応じて追加できます。さらに、XIV ストレージは常に最適化
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されるように設計されています。つまり、顧客は、最高水準のアプリケーション性能を
いつでも利用できます。XIV のアーキテクチャーでは、ストレージの性能は容量の拡
張に比例して向上します。ワークロードが追加されても、性能は予想通りに高い状態で
維持されます。クラウド・モデルに適合されていない従来のアーキテクチャーに基づく
多くのシステムでは、このようなことを実現できません。結果として、XIV を使用す
ると、魅力的なサービス・レベル・アグリーメントを確実に顧客に提供できます。
回復力とセキュリティー– IBM XIV は、99.999% の可用性を実現するよう設計されてい
ます。ディスク、モジュール、スイッチ、ホスト接続、電源システムなどの主要システ
ム・コンポーネントは完全に冗長化され、コンポーネントの障害が発生しても連続稼働
を確保します。さらに、XIV システムは「事前の自己修復」を提供して、停止時間と
システムの中断を減らします。XIV のマルチテナンシーは、複数の XIV システムでテ
ナントのデータとストレージ・リソースを柔軟かつ簡単に管理できるようにし、多数の
顧客間でストレージ・リソースを安全に分割および分離します。また、XIV は、顧客
データを保護するために柔軟なデータ暗号化ソリューションを提供しています。
簡易性 – IBM XIV を使用すると、簡易な管理インターフェースを通じて、強力な機能
へのアクセスし、可視化することができます。ストレージのプロビジョン設定と解除を
素早く実行できるため、ハードウェアの使用効率を最適化できます。使いやすい IBM
Cloud Storage Access セルフサービス・ポータルを実装すると、開発者は自分のストレ
ージを迅速にプロビジョンでき (新しいアプリケーションのテスト用など)、管理者は課
金目的でストレージ使用量を簡単に監視および報告ができます。
優れた費用対効果 – IBM XIV システムは、エネルギー効率、高密度、システムごとの
最適な容量使用率 (95% 以上) を提供し、サービス・プロバイダーが投資を最大限に活
用できるようにします。さらに、このシステムは、常に最適化されることで、プロバイ
ダーが人件費を削減できるようにし、シンプルなスケーリング、迅速な実装、運用管理
コストの抑制を実現します。XIV ストレージでは、1 人の従業員がペタバイト単位のデ
ータと数十台の XIV フレームを管理できます。IBM は、また、サービス・プロバイダ
ー向けに魅力的な価格設定と従量課金モデルも提供しています。例えば、Advanced
System Placement プログラムでは、プロバイダーが特定の容量に達した後でのみシステ
ムの料金を支払うことができる柔軟な条件になっています。サービス・プロバイダーは、
資本支出を収入と合致させることができ、重荷となる先行投資なしにクラウド・ストレ
ージ事業を構築できます。また、IBM グローバル・ファイナンシングも、予測可能な
決済に関心があり、現金の流入と流出の状態を管理したいサービス・プロバイダー向け
のオプションです。
統合 – IBM XIV は、クラウド・ストレージ・サービスを顧客のクラウド戦略にシーム
レスに適合させます。システムは、VMware、vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix
XenServer のほか、KVM などの一般的なハイパーバイザーと統合して、これらの環境
で実行される顧客のアプリケーションの自動化と弾力性を実現します。また、XIV の
グリッド・アーキテクチャーと、常にバランスの取れた自律的なデータ配置は、一貫し
て高い性能を発揮します。ワークロードが変動するクラウド環境で、このような性能を
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他のストレージ基盤ソリューションによって発揮するのは困難です。IBM Cloud Storage
Access ポータルに対する XIV のサポートも顧客のクラウド環境に適合します。許可ユ
ーザーは完全に自動化されたセルフサービス・ポータルを使用してストレージをプロビ
ジョンおよび管理できます。
IBM XIV ストレージは、vStorage、vSphere Web Client、VMware Site Recovery Manager
などの VMware ツールと統合するためのアプリケーション・プログラミング・インタ
ーフェース (API) を実装しています。顧客は、XIV を既存の仮想化環境やクラウド環境
に柔軟に統合できます。企業とサービス・プロバイダーのデータセンターで VMware
が普及しているため、XIV と VMware の統合は注目すべき特に重要な点です。XIV の
卓越したアーキテクチャーと VMware 製品との徹底した統合は、サービス・プロバイ
ダーとその顧客に、一貫した高い性能、使いやすさ、総所有コストの抑制という価値を
提供します。
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IBM XIV 採用事例: ENFO
フィンランドに拠点を置く ENFO は、北欧地域の主要な IT サービス・プロバイダーで
あり、ストレージ基盤の重要性を理解しています。同社は、コロケーションやクラウド
から完全なアウトソーシングに及ぶデータセンター・サービス・ポートフォリオを提供
しており、4,000 台のサーバーをホストして、40,000 人のエンド・ユーザーをサポート
しています。
特に中堅市場の多くの顧客にとって ENFO は「仮想 CIO」の役割を果たしており、顧
客のビジネス・ニーズと予算に見合ったサービスと性能の適切な組み合わせを推奨、構
成、管理しています。これらをサポートするために、ENFO は、100 を超える多様なサ
ービス要素が含まれるモジュール式のサービス・カタログを作成しました。これらのサ
ービス・エレメントをカスタマイズして統合、提供、管理できます。カスタマイズされ
たサービスによくある高額な価格設定はありません。
では、どのような種類の基盤がクラウド・ストレージ・サービスの提供を成功させるた
めに必要でしょうか? ENFO にとって、答えは IBM XIV Storage System です。
同社は、基盤の選択肢を検討する際、ストレージの障害がすべての顧客に即時に影響を
与える可能性があることを理由に、第 1 の基準として回復力 に重点を置きました。主
要コンポーネントの冗長性がシステムに組み込まれた IBM XIV は、サービスを中断す
ることなく、コンポーネント・レベルの障害から自己修復できます。ENFO は予備部品
を自社で保管する必要はありません。
それぞれの顧客向けのソリューションが複数のサービス・コンポーネントで構成されて
いるため、ENFO は、サービス提供における予測可能性 を必要としています。予測可
能な性能により、全体的な容量使用率に関係なく、顧客へのコミットメントとサービ
ス・レベル・アグリーメントの達成が確保されます。IBM XIV は、自動化されたスケ
ーリングと自動チューニングを通して予測可能な入出力とアプリケーションの提供をサ
ポートしています。
さらに、ENFO には、強力でありながら簡易な 管理プラットフォームを必要としてい
ます。同社は、サービス提供の品質と効率を維持するために、コンポーネント単位とソ
リューション全体でストレージの性能、使用率、コストを監視しています。IBM の柔
軟な管理ツールは、必要とされる環境全体を可視化できます。
ENFO は、IBM XIV を基盤として、顧客が信頼できる、費用対効果に優れた高信頼性
のクラウド・ストレージ・サービスを提供できます。これは、成功を収めるための確か
な秘訣です。

IBM XIV Storage System の詳細については、ここをクリックしてください。
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Stratecast について
Stratecast はお客様とのコラボレーションを通じて、急速な進化と熾烈な競争が見られる情報・通信テクノロジ
ー市場で、お客様がビジネスに関して賢明な意思決定を下せるようにしています。Stratecast は、アクション指
向のサブスクリプション調査とカスタマイズしたコンサルティング契約を併用して、情報や将来の見通しを
提供します。Stratecast が提供する情報や将来の見通しは、お客様がコラボレーションの相手であり、現在のパ
ートナーが未来の競合他社であり、俊敏性と革新が成功に不可欠な要素である業界で、長年の実経験を通じ
てのみ得られるものです。お客様の地域を担当する Stratecast アカウント・エグゼクティブにご連絡いただき、
当社の経験を活用してお客様の成長目標の達成にお役立てください。

フロスト・アンド・サリバン社について
フロスト・アンド・サリバン社は、成長パートナーシップ企業であり、お客様とのコラボレーションを通し
て、グローバルな課題と、今日の市場参加企業の成功を左右する関連の成長機会に対応した、先見の明のあ
るイノベーションを活用しています。50 年以上にわたり、グローバル 1000、新興企業、公共部門、投資コミ
ュニティーのための成長戦略を策定してきました。お客様は、業界の収束、破壊的なテクノロジー、激化す
る競争、メガ・トレンド、画期的なベスト・プラクティス、変化する顧客のダイナミックス、新しい経済と
いう次の大きな波に向けて準備はできていますか? フロスト・アンド・サリバン社の成長パートナーシップ・
サービスの詳細については、http://www.frost.com にアクセスしてください。

お問い合わせ
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詳細については、www.stratecast.comにアクセスするか、877-463-7678にお電話いただくか、inquiries@stratecast.com に eメールをお送りください。

