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日本アイ・ビー・エム株式会社
グローバル・テクノロジー・サービス事業本部
GTS Cloud CTO 兼戦略ビジネス開発＆先進テクノロジーサービス部長
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自己紹介

IBM Japan / © 2018 IBM Corporation

二上 哲也 – Tetsuya Nikami

日本IBM
技術理事 - Distinguished Engineer

グローバル・ビジネス・サービス事業本部 CTO
‐クラウドネイティブ、ハイブリッドクラウド

Blockchain, AI, IoT, API など最新技術推進

クラウド・アプリケーション・サービス事業部 部長
‐ ハイブリッドクラウドのシステム構築サービス



https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/aws-certification-award-2018/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/aws-certification-award-2018/
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デジタル変革は、第２章へ
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Chapter 1 Chapter 2

「攻め」の変革「受け身」の変革

本格展開実証実験／PoC

ミッション・クリティカル非ミッション・クリティカル

ハイブリッド・クラウド単一クラウド

IBM Japan / © 2018 IBM Corporation

デジタル変革は、第２章へ
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攻めのデジタル改革と、
本格展開
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実践・導入
• 新規事業導入戦略

• ビジネス価値の実現可能性を現在進行形で評価

イノベーション
• IBM デザイン思考を利用した継続的なアイデア出し

• 相乗効果や依存関係を考慮した一連のイノベーションの創出

• 価値の迅速な検証

実験・実証
• 相乗効果や依存関係を考慮した一連のイノベーションの創出

• 整合性を維持しつつ、複数の業務機能や業務単位を幅広くカバー

利用ツール: IBM デザインシンキング、クラウドAPI、コグニティブ分析・先進的分析ソフトウエア等

IBMガレージ・サービスのIBMの幅広い専門知識により、イノベーションの実験・実証・実践
を繰り返し、 「デジタル・イノベーションの推進」、「新規事業の立ち上げ」を支援します。

©︎2018 IBM Corporation
7

デザインコンセプト
初期事業仮説

実証実験

アイデア創出

MVP
構築

価値評価

拡大
展開

IBMガレージによる、デジタル改革の本格化
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Volkswagen and I BM established a five-year partnership

Co-Creation & Co-Location Business Model Options

Garage Factory

Service Creation

Context │Learning │Profil ing  

Hybrid Platform & Ecosystem

The goal of Volkswagen & IBM partnership is the joint development of personalized dig ital services powered by AI 

EcosystemConsumers

デジタルイノベーションには、ざまざまなスキルを持った人材、実験をする場、実験を進めるための手法が必要になります。
IBMのイノベーション・ガレージでは、クライアントに足りない要素をIBMの専門家により補完し、迅速な立上げを支援します。

©2018 IBM Corporation
8

IBMの多様な人材でお客様に

足りない人材を補強し、アジャイルな

イノベーションチームを組織化

デジタル戦略・顧客体験・MVPを

迅速に作り上げるための手法。

デジタル戦略 | デザイン思考 | Agile/DevOps

デジタルの実験場としての

クラウドサービス、

多種多様なAPI

PEOPLE PRACTICE PLACE

GinzaSIX

IBMガレージは、イノベーションのための人、手法、場を提供



実証検証(PoC)からビジネスの立ち上げまでを支援

9

• MVP β版での実証拡大
• 商用展開への市場戦略検討
• エコシステム検討

• 規模拡大・継続的実験環境
• At Scale アーキテクチャ
• マーケティング・市場投入戦略
• オペレーティングモデル
• 事業化ロードマップ
• 収益性分析

新規事業・改革の
具体化検討の承認

クローズドβ版での
検証の承認

追加検証・
ビジネスリリースの承認

新規アイディアの探索

アイディア創出とPoC1 2 新規アイディアの具体化

顧客実証実験 3 新規アイディアの検証

商用展開/リリース検討

• アイディア創出
• デザイン＆アイディア評価
• PoC

• プロトペルソナ
• ジャーニーマップ
• ペーパープロトタイプ
• イニシャルモックアップ
• 目標の丘（MVPの計画）
• ロードマップ

• MVP α版
• クローズド・小規模実験

(数十名、期間限定等)

• モバイルアプリ・ソフトウェア
• 小規模実験施設
• 戦略・ビジネスモデル
• 販売チャネル構造
• 価格・課金モデル
• KPI/KGI定義

構築

計測学習

構築

計測学習

構築

計測学習

©︎2018 IBM Corporation
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ハイブリッド・クラウド
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オンプレミス

プライベート
クラウド

外部向けWeb

データ共有

パブリック
クラウド

AI, IoT, モバイル
Blockchain

基幹システム移行
データセンター移行

基幹データ連携
基幹API接続
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オンプレミス

プライベート
クラウド

ハイブリッド・クラウド

IBM Japan / © 2018 IBM Corporation

パブリック
クラウド
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IBMが考えるクラウド・ジャーニー

クラウド

戦略立案

✓現状分析

✓目標確認

✓アプリごとの
方針作成

✓次世代アーキ
テクチャ策定

クラウド

移行

✓VMware移行

✓MW/UX移行

✓コンテナ移行

✓API化

✓基幹接続

クラウド

構築

✓新規構築

✓アプリケー
ション再構築

✓DevOps実現

✓マイクロサー
ビス化

クラウド

管理

✓クラウド運用・
管理

✓クラウド利用課
金管理

✓アーキテクチャ

ガバナンス
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ハイブリッド・クラウドで重要なのは、

IBM Japan / © 2018 IBM Corporation

✓ オンプレとクラウドでの開発の共通化

✓ 開発・運用の管理の一元化

✓ ミッション・クリティカル業務の実現
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Cloud native computing uses an open source software stack to be:

1. Containerized. Each part (applications, processes, etc) is packaged in its own container. This facilitates 

reproducibility, transparency, and resource isolation.

2. Dynamically orchestrated. Containers are actively scheduled and managed to optimize resource utilization.

3. Microservices oriented. Applications are segmented into microservices. This significantly increases the 

overall agility and maintainability of applications.

Cloud Native Computing Foundation FAQより

クラウド・ネイティブ・コンピューティングとは

動的オーケスト
レーション

マイクロ
サービス

コンテナ

パブリック・クラウド

プライベート
クラウド

共有

オンプレミス

専有 ベア
メタル

Cloud Native Computing

Dockerコンテナ Kubernetes
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パブリック
クラウド

オンプレミス

プライベート
クラウド

クラウド・ネイティブな共通基盤
(コンテナ&Kubernetes)

商用ミドルウェア、オープンソース

Cloud Native

アプリ
Cloud Native

アプリ
Cloud Native

アプリ
Cloud Native

アプリ
Cloud Native

アプリ
Cloud Native

アプリ
Cloud Native

アプリ

ハイブリッド・クラウド共通基盤
Common Infrastructure for Hybrid-Cloud

IBM Japan / © 2019 IBM Corporation
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パブリック
クラウド

パブリック
クラウド

オンプレミス

プライベート
クラウド

クラウド・ネイティブな共通基盤
(コンテナ&Kubernetes)

商用ミドルウェア、オープンソース

Cloud Native

アプリ
Cloud Native

アプリ
Cloud Native

アプリ
Cloud Native

アプリ
Cloud Native

アプリ
Cloud Native

アプリ
Cloud Native

アプリ

ハイブリッド・クラウド共通基盤
Common Infrastructure for Hybrid-Cloud

IBM Cloud Private

Red Hat OpenShift Kubernetes

Red Hat Enterprise Linux

IBMミドルウェア, 

データ、アナリティクス、
コグニティブ・サービス
(IBM Cloud Privateにより稼働)

クラウド管理，オーケストレーション，セキュリティ

Red Hat OpenShift 

Red Hatミドルウェア

(Red Hat OpenShiftにより稼働)

ICPプラットフォーム・サービス OpenShiftプラットフォーム・サービス

OCIコンテナ・ランタイム

アマゾン ウェブ サービス（ AWS ）
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ミッション・クリティカル
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顧客接点 デジタルな
サービス

ビジネス
サービス

データ
ベース

AI /
ナレッジ

データ

ハイブリッド・クラウドの構成は複雑になる

IBM Japan / © 2019 IBM Corporation
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顧客接点 (UX/IoT) デジタルサービス ビジネスサービス データサービス

ハイブリッド・クラウドでミッション・クリティカル

データ
ベース

AI /
ナレッジ

インターネット
接続のNW

クラウド上の
Private NW

オンプレとの
専用線接続

海外拠点
との接続

クラウドのデータ
との連携／整合性

クラウド
間の接続 クラウド

DC間のHA

外部API 内部API

バッチ連携
方式

CDN

DDoS

Global LB

DB可用性

インターネット
セキュリティ ハイブリッド

ネットワーク

バッチ

API
セキュリティ

可用性 データ
整合性

IBM Japan / © 2019 IBM Corporation
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ハイブリッド・クラウドで直面するのは・・・

IBM Japan / © 2019 IBM Corporation

➢ クラウド上の顧客データと、基幹システムにある顧客データ
は、どちらがマスターでどう同期をとるか？

➢ クラウド上の基幹系DBは、どうやって複数DCで排他制御し、

整合性を確保し、データをリカバリし、監査ログを取り、問題
判別するか？

➢ ハイブリッド・クラウド、オンプレ、海外拠点でいかにネット
ワークのコストを抑えつつ、セキュリティを確保するか？

➢ ハイブリッド・クラウドの管理をどう一元化できるか？

企業全体の次世代アーキテクチャーを検討する必要がある



https://www-03.ibm.com/press/jp/ja/pressrelease/54261.wss

https://www-03.ibm.com/press/jp/ja/pressrelease/54261.wss
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アプリケーションを含めた次世代アーキテクチャー (汎用)

顧客接点 (UX/IoT) デジタルサービス ビジネスサービス データサービス

商品／サービス

情報系基盤デジタル基盤

モバイル

API

ウェブ IoT

AI Block
chain

セキュリティ

デジタル・アプリ

• 顧客ポータル

• 商品／サービス申込

• 口座照会／振替

• ポイント／仮想通貨

• 企業間取引／SCM

• 連携基盤／エッジ

• 商品／製品管理

• 審査／検査

事務／管理

• 勘定系／会計

• 販売／生産管理

基幹系基盤

API化

OLTP

RPA

バッチ

データ／AI分析基盤AI学習／分析 全社データ管理／活用

ナレッジ

AI知識ベース

マーケティング

顧客情報

非構造化データ

DWH マスター

モバイル

ウェブ

IoT

他企業
/団体

セキュリティ セキュリティ

外部データ

SNSWeb

クラウドやオンプレミスのシステムと、データを含めて全体最適化するアーキテクチャーが重要になります
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企業本来の価値を活かす、デジタル時代の次世代アーキテクチャー

顧客接点 (UX/IoT) デジタルサービス ビジネスサービス データサービス

商品／サービス

情報系基盤デジタル基盤

デジタル・アプリ

マイクロサービス
基幹系

基幹系基盤

データ／AI分析基盤AI学習／分析 全社データ管理／活用

ナレッジ

知識ベース

データベース

アプリ&
ミドルウェア

アプリ&
ミドルウェア

アプリ&
ミドルウェア

アプリ&
ミドルウェア

コンテナ&
Kubernetes

コンテナ&
Kubernetes

コンテナ&
Kubernetes

コンテナ&
Kubernetes
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IBMは幅広いアーキテクチャーのスキルと経験で、お客様の
これからのアーキテクチャーをサポートいたします

IBM Japan / © 2018 IBM Corporation

Architecture CoC (Center of Competence)

全社

CEO

IT

CIO

デジタル

CDO

業務

LOB

全社アーキテクチャー推進室

現行IT環境

分析
次世代アーキテ
クチャ策定

アーキテクチャ
ロードマップ策定

アーキテクチャ
推進室による統治

AIやIoTで
新顧客体験

DevOpsで
頻繁な更新

クラウド
ネイティブ化

ハイブリッド
クラウド

基幹システム
のAPI化

全社横串
データ&AI基盤

お客様 All-IBM
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まとめ

IBM Japan / © 2019 IBM Corporation

✓デジタル改革は第二章へ

✓クラウド・ジャーニーのための戦略策定

✓鍵はクラウド・ネイティブ共通基盤

✓ハイブリッド・クラウドを実現する、
次世代アーキテクチャー
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澤藤 佳実 - Yoshimi Sawafuji

2006年よりクラウドコンサルティングからクラウドサービス開発や
クラウドオファリングの責任者、クラウドテクニカルセールスの責任者を

歴任し、
現在、グローバル・テクノロジー・サービス部門にてクラウドCTOを担当

自己紹介
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テクノロジー適用予測

Technology adoption shifts

投影のみ
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クラウドを活用することが目的ではなく、企業戦略実行のために必
要な手段としてクラウド化を推進することが求められています

Journey to Cloud

Business 
Drivers

Management 
Drivers

Workload 
Drivers

Migrate and modernize
Modernize and Lift & Shift any type of workload that is cloud
hosted, cloud enabled or cloud native across environments.

Integrate, manage and optimize
Manage workloads and infrastructure in cloud and on-premises.
Contain, Expose, and Extend applications for new business models.

Enable cloud native
Deliver multi-vendor cloud services and Refactor

applications to increase agility for cloud native innovation.
Services

Management
Brokerage

Data
Governance

DevOps Security

Public
Cloud

Private
Cloud

Hybrid
Cloud

Choice
of Runtime

Environments

Business
Agility

Technical
Modernization

Journey to CloudStrategic Drivers

Digital
Transformation
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約60社
2018年 9月から、デジタル変革をお考えの
約60社のお客様とディスカッションさせて
いただき、クラウドに対する期待とギャッ
プ、また不満や不安について意見交換を行
いました。

その中で出てきた共通話題や代表的な課題
についてお話させていただくと共に、目指
すべき解決の方向性についてご紹介します。
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人的負荷
メインテナンスや

管理の手間がかか

る

既存環境（オンプレ）との

ギャップを正しく理解し、

ハイブリッド環境を視野に

入れた（前提にした）ス

ムースな利用のためこれを

極力少なくしたい

非属人化を目指すと共に人

的負担の極小化を実現した

い（クラウド化＜期待値）

効果
クラウド化による

効果の可視化がで

きていない

資源量やコストのBefore –

After を定期的（月次等）、

もしくはタイムリー（見直

し対応後等）に評価できる

ようにしたい

クラウドサービス活用開始

後、コストやキャパシ

ティーの視点でのタイム

リーな評価・見直しができ

るようにしたい（無駄・余

剰の削減）

コスト
後から、後からの

追加コストが多い

利用開始後のクラウド費用

をもっと簡単に、且つタイ

ムリーに把握できるように

ならないか（従量課金の恩

恵の裏返し）

時間やワークロードをかけ

ず、もっと容易に最適なク

ラウドサービスの選定がで

きるようにしたい

31

お客様現場からの声
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進化
テクノロジー進化

の恩恵を受けられ

ていない

できる限り（常に）最新の

テクノロジーをタイムリー

に利活用できるよう、適宜

比較・評価できるようにし

たい

調達・構築しっぱなしでは

なく、価格性能比の恩恵享

受やテクノロジー更改を頻

繁（適宜）に行えるように

したい

可搬性
クラウドらしい使

い方が出来ていな

い

OSやミドルウェアだけでな

く、アプリケーションや

データの可搬性を高め、且

つ「良いもの」をタイム

リーに選択・移れるように

なりたい

構築して稼働し始めたらそ

のままにするのではなく、

外的・内的変化に柔軟に対

応できるようにしておきた

い

オープン
期待していたオー

プンと現実との

ギャップが大きい

オープンソース・ソフト

ウェアが利用できることと

オープン・アーキテク

チャーであることの区別や

理解にギャップがあったた

め、個別に管理の仕組みや

プロセスを構築しなければ

ならなかった

汎用的なツールや仕組みに

よる二重投資の心配のない、

他の環境でも活用可能なク

ラウドを選択すべきだった

お客様マネージメントからの声

32



3333

3. Build for Cloud：

• アプリケーションポート

フォリオの変革とビジネ

ス再構築のための、AI連

携等を含むクラウド環境

の構築

• クラウドテクノロジーを

駆使したデジタル変革の

実現

4. Manage on Cloud：

• クラウドネイティブ環境

を含む、クラウド環境の

一元管理

• 個別に管理するためのイ

ンフラや簡単に始めるた

めの”as a Service”の活

用

• クラウドセキュリティー

管理

1. Advice on Cloud：

• 企業クラウド戦略立案

• クラウド戦略及び包括

的アーキテクチャーと

設計

• クラウドセキュリ

ティー及びコンプライ

アンス設計

2. Move to Cloud：

• クラウド環境移行

• DevOps、クラウド運用

に対応するためのインフ

ラのモダナイゼーション

• アプリケーション移行

• プロセス移行

• ツール移行

デジタル変革のためのクラウド
活用を成功に導く4つのステップ

Journey to Cloud

33

IBM Services for ”Journey to Cloud”
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Advise on Cloud；
クラウド検討・導入

スピード経営実現のためにIT部門がすべきアクション

• デジタルおよびコグニティブ企業を目指している

経営に対し、クラウドを活用したビジネス変革へ

の挑戦と旗振りとしての役割

• 戦略、アーキテクチャー、ブループリント、計画、

そしてサービスモデリングを組み合わせたクラウ

ドアーキテクチャーとクラウドジャーニーへの取

り組みに関して、社内での決断のための ”一押し

（tip of the spear）”

• すべてのクラウド技術、アーキテクチャー、およ

び変革の目的に沿った、最良の決定を下すための

選択に関し最も優れた専門知識の蓄積・提供

• 自社固有の課題を解決するために必要な差別化要

因の理解、および正しい解決策への導きをガイド

that are fueled by data

Cognitive Enterprise

powered by an ecosystem of smart industry platforms

Licensed Data Proprietary Data

made possible with exponential technologies 

AI IoTBlockchain Automation

integrating cognitively enabled enterprise workflows

A culture of agile innovation

run on the Cloud

and enabled by secure, hybrid cloud infrastructures

Public Private Security

Supply Chain 
Platforms

Identity/Trust
Platforms

Industry 
Platforms

Transaction
Platforms

Front Office 
Processes

Back Office 
Processes

Decision 
Processes
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Move to Cloud；
クラウド環境への移行

スピード経営実現のためにIT部門がすべきアクション

• インフラ、アプリケーション、およびデータの可

搬性を高め、移行のリスクを最小化するための考

え方やプロセス、ツールの確立

• インフラおよびアプリケーションをハイブリッド

環境を含むクラウド環境に移行、モダナイズ、市

場への展開までの時間の短縮やコスト削減などの

恩恵の享受を実現

• クラウドネイティブ環境実現のため、コンテナー

やKubernetesなどの新しいテクノロジーを活用し

た柔軟性とオープンな環境を提供し、クラウド機

能を中心とした一連のプラクティス、パートナー

シップの構築

投影のみ
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Build on Cloud；
クラウド環境の構築

スピード経営実現のためにIT部門がすべきアクション

• クラウドテクノロジーを活用したITポートフォリ

オの継続的モダナイゼーションの実現

• 事後対応モデルから、クラウドネイティブアプ

ローチに基づいた事前対応モデルである

DevSecOpsへの移行

• クラウドのコンポーネントとサービス（コンテナ、

機能、プラットフォーム、データベースなど）の

活用の促進

• コストとスピード最適化を実現する継続したアプ

リケーションサポートのための、スキル再構築と

文化および運用モデルのシフト

• 更なるコスト最適化とイノベーションのための、

OpenShiftのようなオープンソース技術とプラッ

トフォームの活用

ThinkDiscover

Culture Develop

ReasonOperate

Innovate

Strategy

Modernize

Manage

Learn
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Manage on Cloud；
クラウド環境の管理

スピード経営実現のためにIT部門がすべきアクション

• ハイブリッド・クラウド環境における管理の合理

化

• クラウド投資関連の継続・維持による財務上のパ

フォーマンス向上

• プライベートクラウドや既存ITと同様のセキュア

なクラウドサービスの調達

• データとAIからの洞察を利用したクラウド関連支

出、IT資源の使用率、運用の最適化の実施

（手作業によるトラブルの削減）

• クラウドネイティブ環境での運用

Blueprint

† Secondary controls over activation and deactivation (SCoAD)

Close create 
service 
request

SCoAD†

Create a virtual 
machine (VM) 

with a base 
operating system 

(OS) image

Deploy 
tools and

agents

Notify 
requester

Log in to
self-provision

Reserve IP 
address

Hardening and
continual 

compliance

Submit
request
(fulfiller)

Create
service
request

Service
request
approval

Tools 
integration

Patch sequencing

Fulfillment
assignment

Select configuration
to provision

Business
level approvals

Deploy 
middlewar

e

Asset 
registration

Create the 
file system, 

configure the 
OS

Register 
DNS

Self-
provision

Centralized 
orchestration
(VMware Inc. 
vRealize 
application)

Operational
automation
(CHEF 
Software Inc. 
scripts)

Orchestration
per 
environment

IBM 
Watson

Data lake

Client insight dashboards

IT as a service (ITaaS) 
environmentClient workloads

Composable services

Traditional 
IT

Private 
cloud

Public 
cloud

Design

Optimize

Manage
IC
DS
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Manage on Cloudを実現する
アマゾンウェブサービス
（AWS）向けサービス

アマゾンウェブサービス（AWS）向けサービス 遠隔監視

サービス for 

AWS
（ADAMS：

ADministration

And Monitoring 

Service）

パブリック

クラウド運用

管理サービス

マネージド

SAP on AWS

383838

• 24時間365日の有人監視

障害発生時の連絡や遠隔

操作での復旧支援や保守

と連携した一次対応

• “as a Services”

要件に合わせて監視を選

択、短期間で実現

100% AWSの
認定技術者による

専門デリバリーチーム

クラウドネイティブツー
ルによる徹底した自動
化

月額固定と従量課金
モデルによる”as a 
Services”

76

%

Source: Transforming your SAP Deployment with 
Cloud Managed Services: Lessons Learned from 
IT Leaders . Frost & Sullivan Stratecast
November 2017

投影のみ
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