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エグゼクティブガイド:

インテリジェント エンタープライズ
向けデータ管理

エグゼクティブサマリー

今の時代を大きくディスラプトするデータ
目次
これまで幾度となく見てきたように、
データ
を有効に活用できる組織は、業界を揺るが
し、
ダイナミックな新しいビジネスモデルを
創出し、独自のカスタマー・エクスペリエン
スを強化して、
イノベーションを加速してき
ました。

インテリジェンス時代の幕開け

時代は今、転換期を迎えています。今後数年
間で、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) が
世の中のビジネスのほぼすべての側面に組
み込まれると考えられます。IDC社によると、
すでにデジタルトランスフォーメーション推
ここ数年間の「ユニコーン」スタートアップ
進計画の40%がAI機能によってサポートさ
企業としては、Airbnb、Uber、WeWork
2021年までに、商用エンタープ
れています。
といった3社、
もう少しさかのぼると、
ライズ アプリケーションの75%がAIを活用
Amazon、Facebook、Netflix、
または
するようになります。1 世界の「データスフェ
Googleといった企業があります。
これらの
ア」は、2018年には33ゼタバイト (ZB) で
企業に共通して、
データが重要な役割を果
2025年には175ZBに拡大すると予
したが、
たしていることは偶然ではありません。
これ
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そのデータの多くは、
モノ
測されています。
らの企業はすべて、実際に可能なあらゆる
のインターネット (IoT) デバイスによって創
方法でデータを統合、
操作、分析、
自動化、活
その頃までに1,500
出されます。IDC社は、
用して、今世紀が始まった20年近く前には
億台のコネクテッド デバイスが存在すると
ほぼ誰もが想像できなかったビジネスを構
予測しています。
さらに、有力な未来学者に
築してきたパイオニア企業です。
よると、今のペースでは、10年後までにはデ
もし、
これまで数十年間がディスラプション
ータを生み出すデバイスやセンサーが世界
の時代だったと落ち着いてはいられません。 中に何兆個もあふれることになります。
私たちは今、
データ主導型イノベーションの
次なる波を迎えつつあります。
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エグゼクティブサマリー

こうした新しい時代に企業組織が以下を実
現するには、
インテリジェンスが極めて重要
になります。
• データセンターからマルチクラウド、
エ
そしてそれらの間にも至るま
ッジ、IoT、
で、IT環境全体でインテリジェント データ
を活用してインフラストラクチャをシーム
レスに管理。
• ハイブリッドクラウドの複雑さを軽減
ITリソースへのアクセスを加速化す
し、
ることで、長きにわたり期待されながら
も完全には実現できなかったIT As-aService (ITaaS) モデルを実現。
• 潜在的な有益な情報を特定して、最大限
に引き出し、活用することで、高い競争力
を推進し、開発サイクルを加速するととも
に、
カスタマー・エクスペリエンスを強化
し、
イノベーションを促進。
インテリジェンスを有効活用している企業
は、新しいタイプの企業 ̶ 常時稼働、常時
高速、常時俊敏な、
イノベーションを念頭に
次世
構築された企業 ̶ へと変革できます。
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代のインテリジェント エンタープライズを定
義するのが、
こういった特性になります。
実際、
インテリジェント エンタープライズを
実現する各種テクノロジーはすでに提供さ
れています。
ここで問題になるのは、組織がいかにこれ
らのテクノロジーを活用してデータ価値を
最大化し、真のインテリジェント データ戦略
を実現する強固な基盤を築くことができる
かということです。
そこで是非参考にしていただきたいのが、
本エグゼクティブガイドです。本書では、
イン
テリジェント エンタープライズへの移行が
可能であることだけでなく、企業組織にとっ
て不可欠である理由について解説します。
イ
ンテリジェンス データによって企業の競争
力を強化する方法、
さらにイノベーションの
加速に向け、Intelligent Data Platform
を活用してトランスフォーメーションを実現
する方法を探ります。
競合他社の中には、現在すでにこの取り組
みを進めている企業もあれば、
まだ取り組

みの初期段階の企業もあります。
このガイ
ドは、高い競争力を備えた、一歩先を進むイ
ンテリジェント エンタープライズの実現を
目的としています。
まず、次世代Intelligent
Data Platformとは何か、
また、
その機
能と動作について説明します。次に、AIと
クラウドコンピューティングを融合させた
Intelligent Data Platformを展開してワ
ークロードAs-a-Serviceを実現する方法を
探ります。最後に、企業戦略から開発、
さらに
インテリジェント データAs-a-Serviceを個
々の事業部門に提供することに至るまで、組
織全体で価値を高める方法について説明し
ます。

それでは始めましょう。

第1章

今、
インテリジェンス
が必要な理由

今の時代を大きくディス
ラプトするデータは、優
れたイネーブラーでもあ
ります。
医療では、
データによって研究、治療、
ケアプラン、
プ
ロシージャーを進歩させ、命を救い、生活の質を向
上させることが可能になります。教育では、
データに
モバイルアプリケーシ
よってソーシャルメディア、AI、
ョンを活用した対話型の学習体験が可能になりま
す。小売業では、
データによって個々人に固有の高
度なカスタマー・エクスペリエンスが実現するととも
に、開発やデリバリのサイクルが加速します。
これらはデータ活用のほんの一例です。運輸、
エネ
ルギー、政府、製造、流通、
エンターテインメント、
ラ
イフサイエンス、医薬品、金融サービスなど、あらゆ
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る産業において、
目覚しく普及したデジタル テクノ
ロジーとデータを活用しないイノベーションや発明
は、
ほとんど皆無とも言えます。
私たちが今直面している転換期で重要になるのは、
「次は何か」です。常に生み出される膨大なデータ
に畏怖の念や驚きを抱く時代は、既に過去のものと
なっています。統計情報各種では周知の事実を示し
ているばかりで、
つまり、
データは増え続け、見通せる
限りずっと遠い将来まで増え続けるということです。
次のテクノロジー イノベーションの波では、新しい
事実、
つまり、
データの急増は確実です。
データがさ
らにデータを生み出し、
そのデータがさらにデータ
を生み出す、
ということが無限に続きます。何十億も
のIoTデバイスが、刻々とデータを生み出します。機
械学習とAIは、既存のデータを収集して新しいデー
タを生み出します。
ビッグデータ分析により、私たち
はデータを収集するだけでなく、
データを活用したま
ったく新しいデータセットによって、現実世界のリア
ルタイムインサイトを生み出します。

急増するデータの活用
データが急増する新しい社会では、次のレベルの課
題に直面することになります。急増するデータの対
処方法とは? また、既存のビジネス課題の解決、新
しい機会の創出、
さらにイノベーションやビジネスの
成功に向けたデータの活用方法とは?
ここで必要になるのが、
インテリジェントデータで
AIや機械学習などのコグニティブ テクノロジー
す。
を利用せずに、人間が日々生み出されるデータの
量、種類、
スピードを効率的に管理、対処するのは不
可能であることから、
インテリジェンスは不可欠と言
えます。

しかし、
これらのテクノロジーを単純に展開するの
ではなく、大切なのは、
これらのテクノロジーをソリ
ューションに組み込み、
データセンターからエッジ、
さらにマルチクラウドに至るまで、
データが存在する
場所や移動する場所を問わず、
すべてのデータにイ
ンテリジェンスを適用することです。
ここで取り上げるビジネスにおける4つの主要課題
イノ
では、
インテリジェント データを活用することで、
ベーションの促進と今日のビジネス環境における的
確なニーズ対応に向けた解決が可能になります。

課題1: インフラストラクチャ管理
今日のオンプレミス インフラストラクチャは仮想化
され、
ソフトウェア デファインドであり、ハイブリッド
およびプライベートクラウド モデルでサービスとし
てのIT (ITaaS) を提供することを求められる傾向
が極めて強くなっています。
こうした環境は、人間が
対処するには複雑すぎるため、
インテリジェント デ
は
ータやインテリジェント マシンを活用することで、
るかに効率的に運用できます。IDC社の一次調査に
よると、
ストレージに起因するダウンタイムはわずか
9.8%であり、90%以上の重大な問題はストレージ
レイヤーより上位で発生する可能性が示されていま
す。3 これはつまり、数百または数千のデータを相関
分析するために、数百、数千、
または数百万のシミュ
レーションを必要とする可能性があることを意味し
ます。
問題をさらに複雑にしているのは、広く知られてい
るように、専門知識を持つ優れたIT人材が不足して
IT人材雇用企業の3分の2が、中程度
いることです。
から極度の人材不足に直面していると答え、90%近
くが、人材不足が生産性や、従業員の満足度、離職
率などの領域でビジネスに悪影響を及ぼしていると
答えています。4

インテリジェント データを活用することで、ハイブリ
ッドクラウド環境にあるインフラストラクチャの継続
ビ
的な学習が実現し、ITチームの負担は軽減され、
ジネス課題も解決できます。
また、ITインフラストラ
IT運用の
クチャの自己管理と最適化が可能になり、
簡素化と環境の最適化が進み、
コストが大幅に削減
Intelligent Data Platformを
されます。たとえば、
活用するインフラストラクチャでは、以下が可能にな
ります。
• 障害が発生する前に予測してプロアクティブに解
決する。
その配置を
• ワークロード ニーズを正確に把握し、
最適化する。
• リアルタイムで適応し、
自己調整する。
• 潜在的なセキュリティ脅威を排除する。

データの有効活用は、
ビジネス成果につな
がります。
ここで重要になるのが、
いかに
データから価値を抽出し、

差別化、
イノベーション、

そして可能であれば
ディスラプションに
つなげるかです。
ITとデータの管理運用が大幅に
を享受できる一方、
複雑化します。多くの企業は、制御性、パフォーマン
ス、
セキュリティ、
その他のさまざまな観点からオン
プレミス インフラストラクチャ リソースを必要とし
ています。

• コストと実際の使用状況の整合性を図る。
• クラウド間におけるスムーズなデータやアプリケ
ーションの移動が可能になる。

課題2: 複雑なハイブリッド運用
マルチクラウド戦略によるIT環境構築は、現在も
急速に進んでいます。
このマルチクラウド戦略では
通常、複数のパブリッククラウド サービスも活用
できる、
オンプレミスでのハイブリッドクラウドイン
2019年の
フラストラクチャを取り入れています。
RightScale社の『State of the Cloud Report』
84%の企業がマルチクラウド戦略を採用
によると、
69%がパブリッククラウドとプライ
しています。
また、
一
ベートクラウドを少なくとも1つずつ使用しており、
般的な企業は現在、平均4.9個のクラウドでアプリケ
ーションを実行しています。5
マルチクラウド戦略では、
クラウドの俊敏性と経済性
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しかし、今日のオンプレミス インフラストラクチャで
は、
クラウドのサービスと機能を提供するだけでは
不十分であり、
インテリジェンスによってハイブリッド
クラウドとパブリッククラウドのサービスをシームレ
スに一体化する必要があります。
これについて、IT部
門で生まれる疑問と懸念は相当大きくなっています。
以下がその例です。
• クラウドのポータビリティ、
つまり、あるクラウドで
生成されたデータを別のクラウドに移行できると
いう保証はあるか?
• 複数のクラウドを運用することで、企業全体での
データの戦略的活用の障害となる、
サイロ化を悪
化させないと言いきれるか?
• 各ワークロードの配置の仕方は?
• 新しいワークロードが、既存ワークロードまたは
将来作成される新しいワークロードとどのような
相互作用をするかという見通しは?

• コスト管理の手段は? 特に適切なガバナンス、管
IT部門の介入もなく
理、
セキュリティ体制もなく、
して、開発者やLOBマネージャーがパブリックク
ラウド サービスの導入に踏み切った場合にはど
うなるのか?
これらの懸念は、複雑なハイブリッドクラウド運用が
引き起す問題のほんの一部です。
これらの問題が、
数百のワークロードと数百のシステムにわたって大
規模に発生することを想像してみてください。繰り返
しますが、
こういった人間の能力では解決不可能な
AIと機械学習を搭載し
複雑な問題に対処するには、
たプラットフォームが必要になります。
これによって、
デジタルトランスフォーメーションの妨げとなる複雑
なIT運用を回避できます。

課題3: データ管理
データを有効活用してビジネス効率を高め、
独自の
カスタマー・エクスペリエンスの構築を目標とする
ならば、
データ ライフサイクルのあらゆる段階でデ
ータを的確に管理し、
最適化できる性能と柔軟性を
備えたインフラストラクチャを確保する必要があり
ます。
今日まで、
ほとんどの企業でライフサイクル管理は
断片的で統合されていません。
こういったモデルは、
スピード、パフォーマンス、信頼性、俊敏性が大きく
ビジネス成功を左右する、ハイブリッド環境には適応
できません。
たとえば、
データベースやOLTPシステムなどのビジ
ネスクリティカルな本番ワークロードで最大のパフ
ォーマンス引き出すには、
オールフラッシュなどの最
先端ストレージソリューションを搭載したプラットフ
ォームが必要です。

同時に、必要かつ適切な場合には、バックアップ/リ
カバリ層へのデータ移動をインテリジェントに自動
化する手段が必要になります。現在ほとんどの企業
では、あまりに多くかつ多様なシステムやツールが
細分化、
サイロ化され、
それぞれの特定タスクを実行
IT部門が直面する多
している状態です。
これがまた、
くの懸念につながります。以下がその例です。
• データ ライフサイクルの各段階での最適なデー
タ保存場所は、
どのように特定するのか?
• データが実際にその最適なデータ保存場所に存
在しているかの確認手順を自動化する手段とは?
• 必要なときに必要なパフォーマンスを実現できる
ことを保証しつつ、
すべてのデータで最高のコス
ト効率を維持できるストレージであることを確認
する方法とは?
• セカンダリコピーまたはバックアップコピーの数、
さらにそれらがいつ、
どのように使用されている
かを確認する方法とは?
これらの課題に対処するには、
データ全ての全体像
と、
インテリジェンスを活用した管理プラットフォー
ムが必要です。
インテリジェンスによって、
データを
最も経済性の高い場所に移動しながらも、
アプリケ
ーションやワークロードに応じてデータの迅速な可
用性を確保することができます。
テレメトリと機械学
習を組み合わせれば、各ワークロードに最適な運用
環境モデルを開発でき、
インテリジェンスを活用した
「どのワークロードをどこに移動させるか」
という決
定が可能になります。

課題4: データから価値を抽出
データの有効活用は、
ビジネス成果につながります。
すべての企業が、膨大なデータを保有しています。
こ
こで重要になるのが、
いかにデータから価値を抽出
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し、差別化、
イノベーション、
そして可能であればディ
スラプションにつなげるかです。
インテリジェンスは、
これまで埋もれていたであろう
価値をデータから引き出すためのカギとなります。
インテリジェンスによって、
データに隠された有益な
情報が引き出され、
データサイエンティストやデータ
アナリストは、
より優れたカスタマー・エクスペリエン
ス、新たな収益源、
ビジネスイノベーションを推進で
きます。
データ探索効率を最大化するにも、
インテリジェンス
が極めて重要になります。人工知能が、今まで思い
もつかなかった質問を投げかけることで、企業を想
像さえしなかった未知の道へと導きます。
そして予
測分析機能、
さらにリアルタイム データとインテリジ
ェンスに基づいた実用的で有益な情報を活用する
ことで、潜在的なデータインサイトが表面に浮かび
上がり、
ビジネス成果へとつながります。

特にエッジとIoTにおい
て、
データの主権とプラ
イバシー、
レイテンシ、
場所と接続性の問題を
解決します。

第2章

インテリジェント
エンタープライズ

これらの企業は、
サプライチェーン、流通モデル、製品
開発、製造、
マーケティング、販売などにおけるデータ
の有効活用を実現しています。つまり、
インテリジェン
ス データによって顧客ニーズを特定し、顧客を製品開
発プロセスに組み入れることに成功しているのです。
さらに、顧客からのフィードバックを反映する無限ル
ープを作り出し、顧客の要望や反応に関するインテ
リジェンス データを収集しながら、進化を続ける独
自の顧客エクスペリエンスを提供しています。新鮮
な酸素が絶えずビジネスに命を吹き込むかのよう
に、
インテリジェンスはさまざまなアイデアや行動の
絶え間なく継続的な流れになります。

ユニコーン企業のためだけではない

もはや避けられない、
グローバル規模の
デジタル化の波。
IDC社によると、2022年までに世界のGDPの60%
以上がデジタル化され、あらゆる業界でのビジネス成
長には、
デジタルで最新化された製品、運用、そして顧
客などとの関係性が大きな役割を果たすことになりま
す。2023年までに、全IT支出の75%がデジタルトラン
スフォーメーションに割り当てられ、全企業の90%以
上がデジタルエコノミーの成功に向けて、
デジタルネ
イティブなIT環境を構築すると見込まれています。6
すべてがデジタル化された世界では、
データ活用の
仕方、
つまり、
そのスピード、可用性、実用性、
インテ
リジェンスのレベル、革新性が差別化の重要なポイ
ントとなります。繰り返しになりますが、優れたディス
ラプションを生み出した企業を見てみると、
それぞ
れ独自の革新的なデータ利用こそが、
ディスラプショ
ンの引き金となっています。
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インテリジェント エンタープライズのモデルは、
ユニ
コーン企業のためだけのものではありません。あら
ゆる企業が、
インテリジェント エンタープライズ モ
デルを導入可能であり、
また導入するべきです。
その
ためには何が必要でしょうか? 次の4つの目標を基
盤に考える必要があります。

1. 常時稼働。
プライベートクラウドや、パブリックク
ラウド、ハイブリッドクラウド、
オンプレミスのデ
ータセンター、
エッジコンピューティング環境、あ
らゆるワークロードとアプリケーションに応じた
IoTの組み合わせにおいて、
ダウンタイム、数年
ごとの大規模な移行、パフォーマンスや可用性へ
の制限には無縁な常時稼働の環境が必要です。
2. 常時高速。開発チームとITチームにおける遅延
対処の時間も、顧客に「待たせる」
という選択肢
もありません。
デジタルトランスフォーメーショ
ンにとってスピードは大きな要素の1つです。調
査によると、顧客は、読み込みに3秒以上かかる
Webサイトを待つことはありません。

3. 常時俊敏。
オンプレミス インフラストラクチャは、
最高レベルのクラウドを提供するだけでなく、他
の要素も求められます。
クラウドの俊敏性と、
シン
プルさ、
スケーラビリティはもちろんのこと、卓越
したパフォーマンス、
ガバナンス、
コンプライアン
ス、経済性を実現できる優れたIT管理体制が必
要になります。
インテリジェント エンタープライ
ズにおけるIT部門では、従量制を提供するクラウ
ドのセルフサービス モデルを導入して、需要の
変化にスムーズに対応しながらも、同時にセキュ
リティ、パフォーマンス、
コンプライアンス、
データ
主権に関する問題、
もしくはビジネス拡大を阻む
ような諸問題を回避する必要があります。
4. イノベーションを念頭に構築。
イノベーションの定
義は、企業によって異なります。ITインフラストラ
クチャは、
イノベーションを促進する存在であるべ
きで、妨げであってはいけません。そして開発チー
ムがリソースを増減したい時、時間のかかる発注
書や統合プロセスは効率性を大幅に低下させま
す。LOBマネージャーがビジネス機会に迅速な対
応するには、
コンピュートとストレージに簡単にア
ビジ
クセスできることが重要です。ITチームでは、
ネス価値を構築する時間を増やし、通常運用を維
持するための業務時間を減らすべきです。

第3章

INTELLIGENT
DATA
PLATFORM

多くの企業幹部にとっては聞きなれない用語かもし
れませんが、
ここではIntelligent Data Platform
とは何か、
なぜ必要なのか、
そしてビジネス変革を
実現するテクノロジー基盤としての機能について解
説します。
前述のように、
すべての企業は急激に増大するデ
ータの量、種類、
スピードへの対処に取り組んでい
ます。
データは、
ビジネスクリティカルなレガシー ア
プリケーション、
ソーシャルメディア プラットフォー
IoTデバイス、
モバイルアプリケーションなど、あ
ム、
らゆるところで生成されています。
ここで問題になるのは、
それらすべてのデータがあ
らゆる場所で生成されるだけでなく、多くの場合、戦
略的プランや一元的プラットフォームのない環境で
保存されることです。

インフラストラクチャとビジネスに
おけるインテリジェンスを最大化
して、最新のインテリジェント エン
タープライズの条件である常時稼
働、
常時高速、
常時俊敏、
イノベーシ
ョンを念頭に置いた構築を実現す
るには?

答え:

Intelligent
Data Platform
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ほとんどの企業のデータは、複数のパブリッククラウ
ド、
オンプレミスのクラウドインフラストラクチャ、
さ
らにあらゆるエッジコンピューティング環境に無秩
序に分散して格納されています。
これでは非効率なサイロ化を引き起こします。
データ
はすべて単一プラットフォームで管理することで、同じ
情報を共有し、同じツールを使用する統合化が必要
です。
これを実現して初めて、パフォーマンスと可用性
を低下させる遅延、
レイテンシ、
ギャップを回避しなが
ら、必要な時に必要な場所でデータ価値を引き出す
ことが可能になります。
このインテリジェント エンタ
ープライズの基盤となる原則 - 常時稼働、常時高速、
常時俊敏という要素は、
すでに解説した通りです。
従来のアプローチは、
こうしたハイブリッドクラウド
環境に対応できるようには設計されていません。従
来型アプローチでは、
データの量、種類、
スピードす
べてに効率的に対処しつつ、複数のハイブリッドクラ

ウド、
オンプレミスのデータセンター、
エッジコンピュ
ーティング環境の間でのシームレスなデータ移動は
不可能です。
プロセスの障害と遅延につながる可変
的要因が多すぎて、パフォーマンスの低下、
ダウンタ
イム、非効率な運用を回避することは困難になりま
す。
このアプローチでは、管理者はビジネス価値の
構築より、障害への対応に追われることになります。

すべてのデータを有効活用
Intelligent Data Platformでは、
こうした問題は
解消され、
すべてのデータを有効活用できるように
Intelligent Data Platformは、
自己管
なります。
理、
自己修復、
自己最適化を行うプラットフォームで
す。
クラウド向けに構築されているため、
データがど
こにあっても、
ユーザーは必要な時、必要な場所で
データにアクセスできます。
クラウド モビリティが備
わっているので、あるクラウドで生成されたデータを
IT環境全体で利用できます。
また、
データ ライフサイ
クル全般でのシンプルな自動データ管理によって、
そのライフサイクルのどの段階でもデータ価値を最
大限に引き出すことができます。
これらすべての機能をIntelligent Data Platform
で実現するには、3つの要素が極めて重要になります。
こちらにその3つの要素を説明します。

1. AI主導型インフラストラクチャ。Intelligent
インフラストラクチャ全体
Data Platformには、
にインテリジェンスを取り込むテクノロジー エ
Intelligent
ンジンが搭載されています。
つまり、
グローバルにアクセスでき
Data Platformは、
るデータから学習して、膨大な量のデータに基
づいて有益な情報を取得できます。
このプラット
フォームは、問題が発生する前に障害を予測し、
プロアクティブに解決します。
また、
ワークロード
フィンガープリントを作成することで、
ストレージ

システム、
サーバー、VMファームに広がる数百、
数千台のデバイスにわたって、個々のワークロー
ド独自の特性の識別が可能になります。
ワーク
ロード フィンガープリントにグローバル規模で
の学習を組み合わせることで、
アプリケーション
とワークロードを常時最適化し、
さらに予測通り
のスピードでのデリバリを維持することが可能
になります。機械学習は、パフォーマンスが低下
している領域を見つけて解決し、一貫したパフォ
ーマンスを確保します。

2. クラウド エクスペリエンスに最適な設計。
ネイ
ティブにクラウド統合されたIntelligent Data
マルチクラウド管理、
オーケス
Platformでは、
トレーション、
自動化がシンプルになります。パ
ブリッククラウドとハイブリッドクラウドをシー
ムレスに接続できるので、本番データベース、
セ
カンダリ データまたはバックアップデータから
あらゆるワークロードをクラウドに移動できま
す。必要に応じて、パブリッククラウドからデー
Intelligent Data
タを送り返すこともできます。
PlatformはREST-APIファースト戦略を採用し
ており、Kubernetes、Ansible、Puppet、Chef
など、広く利用されている開発やオーケストレ
ーション プラットフォーム向けに事前搭載され
Intelligent
た自動化コネクターを提供します。
Data Platformに組み込まれたクラウド管理ツ
ールを活用すると、パブリッククラウドの導入で
しばしば生じる、
目に見えないコストや過剰な支
出を回避できます。
3. ワークロードAs-a-Serviceの実現。パブリッ
ククラウドがこれほど普及した理由の1つは、
その使いやすい従量制IT消費モデルです。今ま
オンプレミス インフラスト
でIT部門の目標は、
ラクチャでもこれと同じモデルを活用すること
でした。Intelligent Data Platformはこれを
達成したばかりか、それ以上の機能を提供しま
す。DevOpsチームでは、セルフサービス デリバ
9

リやIaC (Infrastructure as Code) を通じて
必要なリソースにアクセスでき、
コンテナー、
自動
マイクロサービス、
およびオーケストレーション
ツールの活用を可能にすることで、開発サイクル
ビジネス
を短縮できます。
ユーザーとIT部門では、
と各種ワークロードのニーズに応じて最適なソリ
ューションを、使用した分だけを支払う従量制課
金で利用できます。ハードウェアはオンサイトに設
置されますが、その所有権はプロバイダーにあり
ます。
このモデルは、特にエッジとIoTにおけるデ
ータの主権、
プライバシー、
さらにレイテンシ、配
置場所、接続性の問題解決に貢献します。時間の
かかる設置や統合プロセスを行うことなく、必要
に応じてリソースを追加または削除できるため、
ビジネス・アジリティが向上します。運用費用の従
量制支払いモデルに移行することで、
リソースの
オーバープロビジョニングを解消できます。

LOB
オーナー

アプリケーション
ワークロード

VM
管理者

ビッグデータ/AI

Intelligent Data Platformの各種機能は一見未
来のことのように思えますが、
これらの機能を実用
化するテクノロジーはすべて、現在すでに提供され
Intelligent Data Platformの
ています。以下は、
図式になります。最下層から上層までが、次の要素
で構成されています。
• ワークロードに最適化されたコンポーザブルシ
ステム
• Global Intelligence Engine
• ワークロードの自動化およびコンテキスト対応型
ハイブリッドクラウド管理のためのツール

クラウド
管理者

DevOps

データ
サイエンティスト

自動化コネクター

クラウドデータ管理

データ
ライフサイクル

予測分析

ワークロード
フィンガープリント

グローバルな
学習機能

ワークロードに最適化されたコンポーザブルシステム

ミッション
クリティカル

汎用

セカンダリ

インフラストラクチャ
管理者

ビッグデータ/AI

コンテキスト
対応型

カタログ

推奨事項

あらゆるクラウド

クラウド
データサービス

とAIのパイプラインの構築、提供も実現できます。

第4章

ビジネスへの
メリットと
成功事例

Intelligent Data Platformはデータの可能性を引
き出し、
より円滑かつ効率的なビジネスの実現につ
なげます。
そして、
コストとリスクの削減、ITガバナン
スとセキュリティの向上、
データ主導の意思決定とカ
ITチームと組織
スタマー・エクスペリエンスの構築、
全体のメンバーの生産性向上を可能にします。
端的に言うと、
Intelligent Data Platformは将来
を見据え、今すぐに高い競争力をもたらすインテリ
ジェント エンタープライズを実現するアプローチで
ユーザーのい
す。Intelligent Data Platformは、
る場所、役職、立場 (マネージャー、従業員、パートナ
すべてのユーザーに価値をも
ー、顧客)に関わらず、
たらします。
以下にその例をいくつかご紹介します。
• LOBマネージャーは、従来型アプリケーション、
コンテナーベースのワークロード、
またはNew
すべてのアプリケーションに
Stackに関わらず、
おけるワークロードの加速化に成功するだけでな
く、
リアルタイム分析に必要な柔軟なビッグデータ
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• 開発者は、IaC (Infrastructure as Code) を展
開し、
これまでは一般的にパブリッククラウドサ
ービスでしか実現できなかった、完全なAs-aServiceのエクスペリエンスを享受できます。こ
れにより、市場投入までの時間が短縮され、品質
保証とセキュリティが強化されます。
• ITチームは、VMファームを展開、拡張し、ハイブ
リッドクラウドのメリットを享受する一方、
インテ
リジェンスを活用することで、通常運用を維持す
るための業務時間を削減できます。
クラウドベー
ITプロフェッショナルの
スの予測分析について、
43%以上が全体的な可用性を向上させると回答
ビジネス成長伴ってパフォ
し、
さらに37%以上が、
ーマンスとキャパシティプランニングも向上させ
ると回答しています。7
• データ サイエンティストは、AIと機械学習を活用
することで、
より大きなデータセットで、
より多くか
つ高速なシミュレーションを実行できるようにな
り、
さらにインテリジェンスを活用した質問への
回答を基に、
これまでは取得不可能だった有益な
情報を収集できます。場合によっては、有益な情
報の抽出にかかる時間が数か月からわずか数分
に短縮されます。

成功事例
一般に言う、論より証拠です。
この場合、証拠はデー
タにあります。

Intelligent Data Platformを構成するテクノロジ
ーは現在、利用可能なだけではなく、
すでに多くの
企業がこれらのテクノロジーを利用してビジネス課
題を解決し、高い競争力を獲得しています。
ここで
は、参考にするべきお客様事例を3つ紹介します。

YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP)社
は、
イタリアのミラノに本社を置く世界有数のオン
ライン ファッション小売業者です。同社は、通常は
4秒ごと、
ピーク時には1.4秒ごとに受注する状況で
した。既存インフラストラクチャでこのボリューム
Intelligent Data
を処理するのは、不可能でした。
Platformにアップグレードすることで、YNAPは現
オンライン顧客
在最大20万のIOPを容易に処理し、
の需要に対応できるようになりました。
自動化やその他のインテリジェント ツールにより、
開発者の生産性は倍増しました。
さらにパフォーマ
ンス監視ツールでは、
ワークロードと受注ボリューム
に照らし合わせた、
ストレージの動作状況を継続的
に分析できます。
これらのツールは長期的計画、
か
つ予想外に急増する需要への対応にも有益です。
グローバル ネットワークおよびデータセンターマネ
このモダナイゼ
ージャーのYamandu Correa氏は、
ーションについて
「クラウドの機能をオンプレミスで
実現できるようなものです。」
と述べています。
「当社
では、
クラウドでいくつかのサービスを運用していま
すが、
データセンターでも同じような柔軟性が必要
です。
このプラットフォームは、当社のハイブリッド戦
略で重要な役割を果たしています。」

Intelligent Data Platformの各種
機能は一見未来のことのように思え
ますが、

これらの機能を実用化
するテクノロジーは
すべて、現在すでに
提供されています。

iLand社は、
ヒューストンを拠点とするクラウド サ
セキュ
ービス プロバイダーです。パフォーマンス、
リティ、可用性の確実な向上を目指し、
ストレージ
Intelligent Data
の最新化を検討していました。
Platformの導入後、iLandはストレージのプロビジ
ョニング時間を数時間/数日から数分にまで短縮す
ることができました。
同社は、
一元的管理プレーンから予測分析機能に
よってIT環境全体を監視できるようになりました。
また、
社内外すべてのプラットフォームでのパフォー
マンスの即時閲覧を可能にするインテリジェンスに
よって、
容量を管理しています。
この結果、
顧客が必
要なときに必要な容量を確実に提供できるように
なりました。
他にも、
次のようなメリットがもたらさ
れました。
• 1ミリ秒未満の応答時間を実現することで、
アプリ
ケーションパフォーマンスを向上
• 世界各地に点在するクラウド拠点のどこからで
も、迅速なディザスタリカバリが可能
• 顧客のオンボーディングの加速化が、
ビジネスの
成長に貢献
• ホストする顧客のデータセキュリティのコンプラ
イアンス準拠を大幅に強化
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Stupp Bros.社は、
ミズーリ州セントルイスを拠点
とする建設および金融サービスの大手企業です。最
高情報責任者のJohn Roosa氏によると、同社のフ
ォーカスをシステム運用から
「経営陣がより的確な
意思決定が行える」データ活用へと移行することを
検討していました。
「これには、同社におけるデータ
の処理や相関付けの方法に加え、
そこから抽出した
情報をビジネス成果につなげるべく、意思決定者に
伝える手段を見直す必要がありました。」
Intelligent Data Platformの導入によって、パフォ
ーマンスは50%〜75%向上しました。遅延時間はほ
ぼ解消されました。同社はこれまでにないきめ細か
Roosa氏は、
この新しいソリ
い分析を実施しており、
ューションが提供する有益な情報によって、同社の
競争のあり方が変わりつつあると述べています。
す
たとえばRoosa氏によると、同社の目標の1つは、
べての事業において利益を最大化することが、
スト
レージプラットフォームの卓越したパフォーマンスと
インテリジェンスでは、
それが実現できます。
「当社
の営業担当者たちは、特定の入札に関する的確な情
報に極めて迅速にアクセスできます。
また、競合製品
の分析と市場動向の予測もできます。」

第5章

データの可能性
を引き出す

スピード、俊敏性、可用性、
そして

迅速なイノベーション
によりビジネスを変革

今は、
これまでのビジネスを見直し、
デジタル化とイ
ノベーションを進める時代です。現在求められるの
は、確実なデータ管理によって、
インテリジェンスを
有効活用し、
データの生成場所、保存場所、
データを
必要とされる場所を問わず、
データを最大限に活用
することです。
つまり、
インテリジェント エンタープラ
イズへの移行が必要になっています。
本エグゼクティブガイド全般で説明してきたよう
Intelligent Data Platformを構築するテクノ
に、
ロジーは、
すでに利用可能になっています。
データの
クラウドコンピューティング、
IoT、
急増、
目覚しいAI、
12

その他のテクノロジーの進歩によって、
このテクノロ
ジーに対するニーズも確かに存在します。
またお客
様事例でご紹介したように、将来を見据えた企業で
は、
すでにインテリジェント データを活用して卓越し
たスピード、
俊敏性、
可用性、
そして迅速なイノベーシ
ョンを実現し、
ビジネス変革を起こしています。
ご自身の企業組織を考えた場合、
ビジネス変革を
実現するにはどういったアプローチが必要でしょう
か? インテリジェント エンタープライズの構築に向
けた、
インテリジェンス時代のテクノロジーの活用方
法とは?
インテリジェント エンタープライズの構築は、適切
なプラットフォームの導入から始まります。
インテリ
ジェンス時代を先導するヒューレット・パッカード エ
Intelligent Data Platformを
ンタープライズは、
確立、提供し、業界リードの存在となっています。

HPEのIntelligent Data Platformでは、
Workload Optimized Platform、Cloud Data
Services、Global Intelligence Engineなどの実
績あるテクノロジーを活用し、
インテリジェント デー
タに最適な統合型プラットフォームを提供していま
す。
テクノロジー基盤としての役割をはるかに超える
HPEのIntelligent Data Platformは、以下の特性
を備えていることから、
インテリジェント エンタープ
ライズとしての必須条件を十分に提供します。
• AI主導
• クラウド対応
• As-a-Serviceでの提供

HPEとTechTargetとの共同出資で、本エグゼクテ
ィブガイドをご提供しています。本ページの各リンク
から、
お客様事例の詳細や有力アナリストの見解を
参照していただけます。

『
1 IDC Predictions Provide a
Blueprint and Key Building Blocks
for Becoming a Digital Native
Enterprise』、IDC (2017年10月)

2『Data Age 2025: The Digitization of
the World From Edge to Core』、IDC
社 (2018年11月)
3『Why Organizations Need an
Intelligent Data Strategy』、IDC (2019
年5月)
4『IT Employers to Add Staff, But
Facing Tech Skills Shortage, Hays
Reports』、Staffing Industry Analysts
(2018年1月)
5 2019年RightScale『State of the Cloud
Report』、Flexera (2019年2月)
6『IDC FutureScape: Worldwide IT
Industry 2019 Top 10 Predications』
、IDC (2018年10月)
7『Cloud-Based Predictive Analytics
Becoming a Critical Source of
Vendor Differentiation in Enterprise
Storage』、IDC (2018年10月)

HPEのIntelligent Data Platformの
詳細については、
こちらをご覧ください。
www.hpe.com/jp/intelligentdata
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