
クラウドテクノロジーの違いで
企業力に差が出る

――様々な事業者からクラウドサービスが提供されていて、
企業によっては複数のベンダーのクラウドを併用しています。
クラウド戦略の提案が、一筋縄ではいかない時代に入って
いますね。

佐々木　IBMとしてはまずは IBM Cloudの強みをしっかり
お伝えし、ご提案したいと考えています。IBMはお客様がクラウド
の恩恵を最大限に受けていただけるよう、様々なフェーズで
サ ポートする態勢を、「クラウドジャーニー」（クラウドへの道筋）
と名付けています。戦略を総合的にアドバイスするところから、
オンプレミス（自社運用）からパブリッククラウドへの移行、クラ
ウド上での運用を前提に一から開発するクラウドネイティブな
アプリケーション開発、クラウド全体の運用管理などの観点で、
お客様に最適な戦略を提案します。特に、コスト構造の改善や
オープン性、高度なデータ保護、高い可用性と信頼性の担保に
強みがあると自負しています。

ただ、IBMは「IBM Cloudだけの構成」にこだわっているわけで
もありません。プライベートクラウドや他社が提供するパブ
リッククラウドも組み合わせ、オープンなインフラ （実行基盤）を
構築するという案もご提案しています。お客様のオンプレミスの
システム環境を理解した上で、ニーズに合わせてクラウドを適材
適所で活用する 「ハイブリッド/マルチクラウド」が、IBMの基本
戦略です。

――IBM Cloudが他社のパブリッククラウドと異なる特長
は、どのような点でしょうか。

佐々木　IBM Cloudは、基幹システムに代表されるSoR
（System of Record）と、新たな競争力となるSoE（System of 

Engagement）といった、発想もスピード感も異なるシステムを
１つのプラットフォームで稼働させることができます。SoRのシス
テムに蓄積された 膨大かつ多様な業務データをSoEのシステム
で活用したり、クラウド上にある最新の人工知能（AI）技術を使っ
て分析したりすることも可能です。

他社クラウドと一線を画した IBM Cloudの特長
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プライベートクラウドの開発・運用に従事後、2014年からIBM Cloud
を担当。シニア・アーキテクトとして50社以上のエンタープライズ
領域のクラウド案件をリードし、企業システムのクラウドネイティブ化
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――クラウド戦略の提案の裏付けとなるテクノロジーの違い
が IBMの強みとのことですが、さらに具体的に聞かせてくだ
さい。

佐々木　IBM Cloudは他のパブリッククラウド同様、IaaS/
PaaSを一貫してご提供しておりますが、クラウドへの移行を
強力に支える３つのテクノロジーを紹介します。

１つめは、ベアメタル（物理サーバー）です。シンプルなテクノロジー
ですが、お客様専有のクラウド環境になります。CPUやOSな
ども任意に構成できますし、マザーボードだけでも70種類を
超える品ぞろえです。注文後わずか20分ほどで用意でき、利用
時間も最低１時間から、月、年単位で使えます。超重厚な基幹
システムを専有クラウドで動かせるので、セキュリティーや
パフォーマンス、可用性の劣化を気にする必要がなくなります。
ハードウエア保守や監視などの負担から解放されるのもメリッ
トです。

２つめは、オンプレミスで運用しているVMware製品による
仮想環境をそのままクラウドに移行できるテクノロジーです。
クラウドの恩恵を受ける一方で、オンプレと同等の可用性を
もたせ、データのバックアップなど、これまでの既存IT資産や
人材・ノウハウを引き続きご利用いただけます。オンプレミスと
IBM Cloudで同じアーキテクチャーを採用しているので、双方
向でシームレスな移行が可能です。クラウドからオンプレへ切り
戻しも容易ということです。この技術ではIBMが他社を圧倒し
ており、すでに2000社以上の導入実績があります。

３つめは、レガシーシステムを維持するためのテクノロジーです。
クラウドの仮想環境「IBM Power Systems Virtual Servers 
on IBM Cloud」は、レガシーシステムをクラウドで維持するほか、
最新テクノロジーへの更新のための開発、検証、ステージング
の環境として利用したり、災害対策の環境として活用したり
できます。オンプレミスでPower Systemsを利用するお客様
を中心に採用いただいています。

クラウド移行：３つのテクノロジーと選択肢

IBM Cloudの設計思想

もう一つ重要なのは、IBMは、アプリケーションの稼働に必要な
資源をパッケージ化するコンテナ技術と、これを動かすオープン
なプラットフォームKubernetes/OpenShiftを採用している
ことです。これにより、IBM Cloud上で提供しているサービスや
お客様の業務を、オンプレミスのプライベートクラウドはもちろん、
他社のパブリッククラウドやエッジとよばれる現場 の業務端末
まで、どこにでも展開できます。お客様は「ベンダーロックイン

されない ITインフラ」を実現できるのです。

さらに、データ保護に強いのも特長です。米国連邦情報処理規格
の最高レベルの認証を取得した業界では最も強固な最新暗号
化技術を誇るため、規制の厳しい金融業界向けにパブリッククラ
ウドサービスを提供できています。

SoR SoE
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IBM Cloud ハイライト

――コスト面でIBMを選ぶメリットはなんでしょうか。

佐々木　コスト面で IBMの大きな特長は、クラウド内のデータ
転送料金が無償であることです。一般的なパブリッククラウド 
では、VPC（Virtual Private Cloud）とよばれる境界を越えて
データを転送すると転送料金が発生しますが、IBMは無償で
提供しています。運用上の予算計画を立てやすいというメリット
があります。

他社のパブリッククラウドを利用していたお客様が、データ
転送に想定外に多額のコストがかかることに気づき、IBMに
変更してくるという ケースも多いです。実際、IBMは米Flexera
の調査で、最も安価なサービスを提供するパブリッククラウド
との評価をいただいています。

――実際にIBMのクラウドサービスを利用しているお客様は、

どのような効果をあげられているのでしょうか。

佐々木　日本のある航空会社の例をお話しします。オンプレ
ミスの大規模な VMware環境を、自社データセンター内の
プライベートクラウド基盤、IBM Cloudによる専有 IaaSパブ
リッククラウド基盤、他社パブリッククラウドによる共有 IaaS/
PaaSパブリッククラウド基盤という、３種類のクラ ウドを統合
的に運用するハイブリッド /マルチクラウドの管理基盤を構築
しました。

これにより、既存システム（オンプレミス）から安全かつ確実に
システムを移行し、用途・性能・拡張性などの複雑な要件に合
わせて適切な IaaS環境を選べるようになりました。仮想サー
バーの構築期間も、従来数日かかっていたのが数時間で済み、
スピード感ももってデジタル変革を推し進められた事例です。

――SoRシステムからSoEへの刷新や、クラウドネイティブ
開発で、IBMが注力しているテクノロジーはどのようなものが
ありますか。

蜂谷　アプリケーションとインフラ、それぞれの最新装備へ
の刷新（モダナイズ）がありますが、共通して重要なのが、コン
テナとよばれる技術です。ミドルウエアやアプリケーションな
どの必要な資源をパッケージングする技術で、アプリケーション
を異なるクラウドやオンプレミスなど、どこでも動かすことが
できます。

大きな特長は再現性です。OSや各種ミドルウエア、アプリ
ケーションの開発手順をコード化できるため、アプリケー
ションの部分的な開発や修正なども再現し、これまで通りに
稼働させることができます。特に「実行基盤のモダナイズ」の
ための強力な武器となります。このコンテナ技術は、これまで
の仮想化技術よりも軽量で高い可搬性を維持しつつ、シス
テムの開発からテスト、運用までを自動化できる重要なテクノ
ロジーといえます。

ハイブリッド /マルチクラウド戦略において重要な鍵を握るコンテナ技術
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――コンテナの仕組みもオープンなテクノロジーで構成されて
いるのですか。

蜂谷　もちろんです。例えばOpenShiftというRed Hat社が

提供している製品はオープンなKubernetesをベースとして
おり、主要なパブリッククラウドで動作します。オンプレミスや
IBM Cloud上で運用していたコンテナを、可搬性を維持した
まま他社のパブリッククラウドに移動することができます。

――コンテナを活用したシステムのモダナイズを、お客様自身
が実践することはできるでしょうか。

蜂谷　オープンソースを基本とした技術をお客様が“素のまま”
で利用し、システムのモダナイズやクラウドネイティブ開発を
行うのは、少しハードルが高いかもしれません。利用するオー
プンソース技術は多岐にわたり、それぞれのソフトウエアを組
み合わせて使う事前検証が必要で、 しかもサポートは受けられ
ないことなどが主な理由です。そこで、IBMはお客様の用途別
に必要なソフトウエアと運用サービスを統合した「IBM Cloud 

Paks」を提供しています。
IBM Cloud Paksはモダナイズ（コンテナ化）された環境を
シンプルに調達でき、これに含まれるソフトウエアはバージョン
の組み合わせなどが検証済みで、IBMがサポートも提供します。
お客様は開発と運用以外の余計なことに手を煩わせる必要が
ありません。オンプレミスであっても、クラウドであっても、一貫
したアーキ テクチャーでどこでも動くので、将来の拡張や変更
に備えることができます。そのため、IBM Cloud Paksは、ハイ
ブリッド/マルチクラウド環境において活用する最適なソリュー
ションなのです。

クラウド＆コグニティブ・ソフトウェア事業本部
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クラウド製品のテクニカル・セールス担当として、お客様への提案を
技術面で支援。７つ以上の業界でアプリケーションやシステム連携
基盤のモダナイゼーションを中心とした提案活動および技術支援を
50件以上経験。お客様と共に一歩先を行くDXに取り組んでいく。

コンテナ化でクラウドの力を最大限に活用

ハイブリッドクラウドの実現を加速する IBM Cloud Paks
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→[IBM] ビジネス向けパブリック・クラウド
→[IBM] 初の金融サービス対応パブリック・クラウド
→[IBM] VMware製品による仮想化環境をそのままクラウドに移行
→[IBM] 企業向けのコンテナ化されたソフトウェア「IBM Cloud Paks」
→[IBM] IBM Cloud上のフルマネージドのOpenShift製品の御紹介
→Webセミナー「なぜ 20%のワークロードしかクラウド化されていないのか？」

関連リンク

――IBMはこうしたテクノロジーを活用し、お客様それぞれに
最適なクラウド環境の構築を推進しているのですね。

佐々木　その通りです。コンテナを動かすのに、管理の手間が
なく、安心してすぐ使えるクラウド環境を求められるお客様に
は 「OpenShift on IBM Cloud」をお勧めしています。IBM 
Cloud Paksでモダナイズされた基幹システムを、将来移行す
る先としても最適です。

また、IBMはコンテナがどこでも動く環境を実現します。Red 
Hat社とOpenShiftをさらに普及させ、あらゆるベンダーの
プラットフォームでサポートします。IBMは５月７日に、「IBM 

Cloud Satellite」という新たなソリューションを発表しました。
世界を代表するリサーチ会社が提唱する「分散型クラウド」を
実現するソリューションで、 OpenShiftをベースとしてIBMの
様々なサービスやお客様自身のデータ、ワークロードを適材
適所で任意の環境に展開できるようになります。従来の一社の
クラウドを使うという考え方から大幅な転換を意味し、クラウド・
コンピューティングの新時代をもたらします。

IBM Cloudでも、他社クラウドでも、オンプレミスでも、エッジ
でも、最も適切な場所でアプリケーションを実行できるハイブ
リッド /マルチクラウドの価値を IBMは追求し続けます。
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