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平野 信行

株式会社インターネットイニシアティブ 代表取締役社長

〃

〃

平野 モルガン・スタンレーへの出資は、チームによる対応力が発揮さ
れたケースと言えます。それを可能にした要因は、
「保守性」と「革新
性」という変化に対処するためのＤＮＡが、我々のコーポレート・カル
チャーに備わっているからだと思います。
「保守性」とは、金融機関の 根源的な 価値であり 強さです。我々に
とって一番大切なのは信頼・信用で、それを支えているのが堅牢な財務
基盤です。このコアがしっかりしていれば、力が生まれてきて、環境が
大きく変わろうとするとき、その力を存分に投入できる。つまりこれが
「革新性」ですね。
〃大胆な決断 を下すには「潮目が変わる瞬間を読む能力」も必要で
すが、面白いことに、そういった能力を持つ人というのは、必ずしも実
務面で優れているとはかぎらないのですね（笑）
。
勝 なるほど。大局観に秀でている？
平野 そうです。状況を見極めて、たじろがないで行動を起こすことが
できるのです。
二〇〇八年九月、モルガン・スタンレーから提携の話が来たとき、最
終的な決断に要した時間はほんのわずかでしたが、実はその三年ほど前
から投資銀行をめぐる議論を重ねており、すでに一定の結論を得ていた
のです。
勝 周到な準備があったわけですね。決断したあと、不安はなかった
ですか？
平野 厳しい局面がいくつもありましたし、
「落ちるナイフをつかむな」
と言われたこともありました。
勝 そうでしたね。
平野 しかし、事務局を 担っていた 私としては、たとえ「落ちるナイ
フ」であっても、なんとかして「柄をつかんでやろう」と腹を括ったの
です。それで、集められるだけ情報を集め、最小限のリスクに仕立て上
げて 〃熟慮断行 しました。そこまでやれば、開き直ることができる。
最後はいつも通り「楽観的に考えた」ということです（笑）
。
勝 サントリーのときは、いかがでしたか？
平野 サントリーさんとは旧三和銀行時代からの長いお付き合いがあ
り、きちんとコミュニケーションをとれる信頼関係があった。加えて、
サントリーさんのトップマネージメントに変革への強い思いがあり、そ
れが我々にも伝わってきた。つまり、サントリーさんの戦略とプロジェ
クトの事業性を深く理解できていたので、融資に際して迷いはありませ
んでした。決断を下す前に長いヒストリーがあり、最後の局面で迷うこ
とがなかったという点では、モルガン・スタンレーのときと同じですね。
勝 それだけの周到さと決断力は、やはり平野頭取の資質とも関係して
いるのではないですか？

勝 栄二郎

〃

〃

を可能にした背景
勝 以前からうかがいたかった話があります。一九九七年から九八年
にかけて、日本は深刻な金融危機を経験しました。それを目の当たりに
していたアメリカは、日本の危機を熱心に研究し、反省材料としていた
のですが、結局、二〇〇八年にリーマンショックを起こしてしまい、非
常に大きな金融危機に直面しました。そうしたなか、
ＭＵＦＧは米モル
ガン・スタンレーと資本提携され、あのときは「歴史的な出来事」と評さ
れました。また話は変わりますが、最近では、サントリーが米ビーム社
を買収する際に巨額の融資を決定されました。こうした 〃大胆な決断
をなし得た平野頭取の資質や、
ＭＵＦＧの組織あるいは風土というもの
は、どのように培われてきたのでしょうか？

〃
大胆な決断

勝 平野頭取は、
ＭＵＦＧ
（三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）社長
に加え、全国銀行協会の会長も兼務され、非常に多忙な毎日を送ってお
られると思いますが、健康を保つための秘訣などはありますか？
平野 それは簡単でして、
「楽観的であり続けること」です
（笑）
。大切
なのは精神面だと思うのです。
「ベストを尽くせば、結果はついてくる」
と信じてやっています。ただ、仕事中は緊張・集中していて、日常的に
はその時間が圧倒的に長い。ですからそれ以外は、脳の別の部分を使う
ように心がけています。
勝 といいますと？
平野 私は大学に入るとき、本当は文学部に進学して、音楽美学をやり
たかったのです。
勝 えっ、そうなのですか？
平野 しかし「それでは将来、メシが食えない」と母親に説得されまし
てね
（笑）
。結局、法学部に進んだのですが、若いころから音楽はずっと
好きでした。あとは、絵を見るのも好きなので、週末は家内と一緒に美
術館によく行きます。というわけで、
「趣味は、お金のかからないオペ
なかなかそう簡単にはいかないですが
（笑）
、
ラと空いている美術館」 ――
オフの時間も大切にして、
「右脳」を活性化するようにしています。
勝 そうした大変前向きな性格は、幼年期のご両親のしつけも影響して
いるのではないでしょうか？
平野 子どもの教育は大事ですね。たしかに私の両親は、細かいことを
言うよりは、うまくいったときに褒めてくれました。
勝 褒めて長所を伸ばす育て方が、平野頭取のポジティブさを生んだの
でしょうね。

大切なオフの時間

特別対談

。
その豊かな知見をうかがう特別対談“人となり”
第 2 回のゲストには、株式会社三菱東京 UFJ 銀行頭取の平野信行氏をお招きしました。
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各界を代表するリーダーにご登場いただき、

写真／渡邉 茂樹

〃

〃

〃

えで、ビジネス分野から人材を登用して、今後のＩＴ活用に充ててはど
うかと考えています。
次に、具体的に何をやるのかと言いますと、非構造化データ ＊ を解
析してマーケティングに役立てる「ビッグデータの活用」です。例えば、
お客さまのプロファイルや経済市場などのデータを収集・解析し、どこ
に・どんな提案をすれば有効かといったことを、コンピュータに考えさ
せるのです。
勝 ＩＩＪにはどんなことを期待されますか？
平野 やはり 〃先進性 でしょう。
ＩＴ分野で 常に 最先端にいるリー
ディング・カンパニーになってほしいと 思います。それと 〃パート
ナーシップ です。本業では我々自身が先進的でなくてはならないで
ＩＴに関しては限界がある。一般に「ＩＴは専門家に任せてお
すが、
ＩＴ
けばいい」と考えがちですが、主役はあくまでもユーザであって、
企業はそれに対するサービスプロバイダです。そこで、まずはパート
ナーシップを結んで、我々の要件を満たしてくれる環境を構築してい
くことが第一だと考えます。あとひとつは、産学や産産、さらには内
外にも開かれた 〃オープン・イノベーション を促進していただきた
いですね。

若い世代へのメッセージ

〃

〃

ＩＴに寄せる期待

2

勝 最後に若い世代へのメッセージをお願いします。
平野 昨今の若者は、日本経済の 〃成長 を体験したことがないかもしれ
ませんが、そんな彼らこそ、物事に対して前向きに臨んでほしいですね。
私が頭取になったとき、最初に言ったのは「優雅な衰退を排する」と
いうことでした。当時は、日本も成熟したので、優雅であれば多少の衰
退は受け容れてもいいという風潮があった。しかし、それは絶対にダメ
だと言ったわけです。人間・組織・企業・国家というものは、成長への
（勢い）を失った時点から衰退が始まるのです。常に物事に
モメンタム
対してポジティブに取り組めば、それが 〃進化 につながるということ
を若い人に伝えたいです。
ふたつ目は「内向きにならない」ことです。金融機関にとって、母国
市場で事業基盤を堅持することは絶対条件と言っていい。成長の軸足
は国内に置く ―こ
―れが国際的な競争力を持つ企業に共通したビジネス
モデルです。しかしそうは言っても、今の時代、国内で起こることは全
て海外の状況にリンクしているだけでなく、世界は日本のはるか先を
行っています。そういう危機感を持って、グローバルな視点から自分自
身を社会にプラグ・インしてほしいと思います。
勝 本日は、貴重なお話をありがとうございました。●
〃

〃

平野 いえ、私は本当に普通のサラリーマンです。長年、組織の一員と
してプレーしているうちに、自分のチームの強みを実感できるようにな
り、組織を信じていれば、あとは自然に動いてくれると確信できるよう
になったのです。どこを操作すれば全体がどう動くのか、どこに弱点が
あってどこを見なければならないのか、といったポイントを押さえてい
るだけです。
勝 そうはおっしゃっても、平野頭取に対する人望は大変篤いと思い
ますよ。
平野 いえいえ（笑）
。自分一人でやれることには限りがありますし、大
きな仕事をするときは、一人で全てを抱え込まないようにしています。
宮大工の西岡常一さんが「大工の棟梁といえども、自分一人では一本の
材木すら担ぐことはできない」と語っていて、この言葉が私はとても好
きです。同じことが企業という組織にも当てはまると思います。

銀行の将来像

グローバルなＩＴトレンド

勝 リーマンショック後、世界中で金融規制のあり方が議論されていま
すが、今後、銀行はどういう方向に進んでいくとお考えですか？
平野 本質は変わらないでしょう。
「金融は経済の血流」と言われる通
り、実体経済に必要な資金を供給することが金融機関の機能です。
個人のお客さまに関しては、一六〇〇兆円とされる金融資産を守りな
がら、次の世代に承継していくことが我々の責務になります。一方、法
人のお客さまに対しては、産業の新陳代謝を促す 〃カタリスト になっ
ていきたいと考えています。
戦後、金融の需給が逼迫していた時代は、大蔵省、日銀、銀行が成長資
金の供給を司っていて、その役割はカタリストというより、ドライバー
でした。しかし今日では、そうした構造は崩れている。我々の役目も、
資金の供給者からアドバイザー的なものへと変わりつつあると思います。
さらに、産業の厚みを支えている「中堅・中小企業」をいかに元気に
していくかが大きな課題です。ちょうど今、戦後に興った事業が新しい
かたちへシフトし始めているので、そうした新陳代謝が円滑に進むよう
促し、時には事業の譲渡や転廃業を支援していく必要も出てくるでしょ
う。かつて銀行のミッションは、中堅・中小企業の存続を支えることだ
と言われていましたが、現在は彼らの明日を一緒に築いていくことが、
我々の使命だと考えています。
もう一点は 〃グローバル化 です。海外市場の動向は、個人の資産形
成にも影響しますし、日本が対外投資しているリターンを、日本の新し
い産業育成に活かしていく ―そ
―のための循環をつくっていくことも
大事でしょうね。

特別対談
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東京三菱銀行ニューヨーク支店副支店長、米州企画部長、執行役員営業第一本部 営業第二部長、執行役員総合企画室長、
三菱東京 UFJ 銀行常務取締役、専務取締役、副頭取を経て、平成 24 年、頭取に就任。
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勝 ここからはＩＴについてうかがいたいと思います。近年のグロー
バルなトレンドをどうご覧になっていますか？
平野 毎年九月、シンガポール政府が中心となって「シンガポール・サ
ミット」が開催されます。私もそのメンバーでして、世界中から集まっ
た識者が産業と金融をセットで議論します。そして、そこで取り上げら
れるテーマが、日本から見ると非常に先進的で興味深いのです。
例え ば、二〇一 三 年の 同サ ミ ッ ト で はＩＴ関 連の テ ー マ と し て、
ビッグデータ」
「コグニティブ・コンピューティング ＊ 」
、それから「ア
ディティブ・マニュファクチャリング」という言葉が出てきて、一瞬「何
だろう？」と思ったのですが、要するに「３Ｄプリンタ」のことなのです
笑）
。翌二〇一四年は、
ＭＩＴのエリック・ブリニョルフソンとアンド
』
（邦題『機械との
リュー・マカフィーの共著『 Race Against The Machine
競争』
）が話題になっていました。その主旨は「雇用なき景気回復の原
因はＩＴにある」ということです。
勝 「ＩＴをもっと普及させなくてはならない」といった論調とは少し
異なりますね。
平野 毎年、シンガポールに行くたびに、
「日本は周回遅れだな」と痛感
させられます。
勝 日本の経営者もこれまで以上にＩＴに関心を払う必要がありそう
ですね。
平野 最近は、海外の金融機関のＣＥＯ仲間と話していても、
ＩＴをビジ
ネスにどう活用するのか、といった話題が頻繁に出るようになりました。
勝 私もバンク・オブ・アメリカのグローバル・アドバイザリー委員会で、
毎年、海外の識者が集まる会合に出席しますが、最後は必ずＩＴの話に
なります。それだけ経済とＩＴは不可分な関係にあるのでしょうね。

平野 信行（ひらの のぶゆき）

勝 ＩＴ活用に対して、どのような展望をお持ちですか？
平野 ＩＴには大きな可能性があると思います。
ＩＴ活用には三つの
段階があって、まず勘定系を担うビジネスマシン、次にアナリティカル
なツール、そして今後はコグニティブ・コンピューティングだと言われ
ています。
ＭＵＦＧでは先だって「チーフ・データ・オフィサー」というポスト
を設けたのですが、これはおもに第二段階への対応を想定しています。
最近では「チーフ・デジタル・オフィサー」という言葉も流行っていま
すが、第三段階に対してはそういったポストを設け、担い手を分けたう

6
＊1 人間の行動パターンに関するデータをもとに、
その行動を予測し、
有益なアウトプットを提案するコンピュータの技術。
画像、
音声、
動画などのデータ。
＊2 データベースなどで管理・保存することがむずかしい文書、
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昭和 26 年、岐阜県生まれ。京都大学法学部卒業。昭和 49 年、三菱銀行入行。

導入から活用へ〜エンタープライズクラウド最新事情

これからクラウドはどう変わるのか？
〜クラウド同士がつながることで見えてくる世界

四倉 章平
鈴木 透

多くの企業のITシステムにクラウドが導入され、
基幹システムを担う事例も増えてきた。
本特集では、クラウドに関する最新情報を紹介しながら、

日本マイクロソフト株式会社
デベロッパー エクスペリエンス & エバンジェリズム統括本部
IT アーキテクチャー推進部 エバンジェリスト

実効性の高い活用方法を提案してみたい。

高添 修氏

四倉 本日は「様々なクラウドサービス

いう点でしょうか。 IaaS
の制約はかなり

だと運用が
なくなってきましたが、 PaaS

換えると、業務とＩＴがより近くにある

簡単かつスピーディに実現できる、言い

をあげるパターンです。やりたいことが

がクラウドを使ってビジネスのスピード

出すパターン。もうひとつは、事業部門

先にクラウドという新しいインフラを見

鈴木 あとは、クラウドのセキュリティ

話をしています。

ではクラウドを活用できます」といった

置いたままでも、災害対策のような場面

そういう場合に「軸足は社内システムに

念を払拭できていない方も多い。我々は、

小規模のお客さまには、クラウドへの懸

また、
ＩＴに 多くの 人材を 割けない 中

とても楽になる代わりに、オンプレミス

状態をつくることができる ――
そんな期
待感が生まれてきていると感じます。

を心配しているお客さまはまだ多い。し

テーマについて、日本マイクロソフトさ

四倉 目的を実現するために、事業部門

かし実際には、マルチテナントでサービ

のような自由度は期待できません。そこ

が主体的にサービスを選ぶということで

スを提供しているわけですから、厳格な

んとＩＩＪで話をしてみたいと思います。

すね。

基準のもと運営を行なっており、セキュ

で、まったく新しい基盤へ対応する負荷

鈴木 ＩＴ化を実現するうえでのガバナ

リ テ ィ 面は 安 心し て い た だ い て い い。

高添さんは、ユーザ目線から現在のクラ

ンスが事業部門へシフトしつつあること

ユーザアンケートなどを見ても、その点

を事業部門に担ってもらうことはできる

は、私も感じています。かつて社内イン

はまったく問題ないことがわかります。

ウドはどう見えているとお考えですか？

フラを構築・運営していた情報システム

高添 セキュリティに関しては、データ

だろうか？ とＩＴ部門が考えてしまう

部門が、近頃はＩＴをサービスのかたち

センター・ツアーなどを実施すると、
「自

高添 ふたつあると思います。ひとつは、

で事業部門に提示し、そこから選択して

社の設備よりはるかに凄い」と、皆さん

わけです。

もらうという方法が出てきた。その第一

に納得していただけますね。
次にパブリッククラウドがある、という

のが現状ではないでしょうか。
どんな点に悩んでいるのでしょうか？

えていますか？

四倉 最近の市場ニーズをどのように捉

四倉 クラウド導入に際して、ユーザは
高添 まず、サービス化されているぶん

高添 ＳＡＰのようにがっちり組み上げ

クラウドに対するニーズ

歩としてプライベートクラウドがあり、

仮想化によりサーバの集約を終え、その

がシームレスに 連 携する 価 値」という

特集イラスト／STOMACHACHE.

制約もあるクラウドとどう向き合うかと

8
9

（司会・進行）
I IJ マーケティング本部
アライアンスマーケティング部 副部長

I IJソリューション本部
エンタープライズソリューション部
基盤ソリューション開発課長

〜エンタープライズクラウド最新事情
クラウドサービスが多くの企業に浸透した今、複数のクラウドを連携させ、それらを自由に活用する

導入から活用へ
IIJ×マイクロソフト
座談会

“マルチクラウド”が新たな要素技術として注目を集めている。

写真／渡邉 茂樹

外に選択肢はない」というケースが多い。

ステムを検討している方は「クラウド以

と考えています。また、グローバルなシ

「従来とは異なるコスト感で運用したい」

高添 ＡＰＩの話はよく聞きます。やり

世界観が重視されています。

そんな
でプログラムのように扱える ――

ＡＰＩが整っていて、インフラをまる
り、

一方、ゲーム業界では、スピード感があ

グラマブルに使って、コンテナ技術など

鈴木 ＡＰＩなどを含むインフラはプロ

と思います。

な感覚のなかから生まれてきた考え方だ

わってきています。これらはクラウド的

とで自動化すればいい」というふうに変

に展開して、コンフィグレーションはあ

きそうですね。

の 仮 想 化プ ラ ッ ト
VMware

つまり「クラウド以外では時間的に間に
たいことを実行するための 〃部品 という
はそれらとも相性がいいので、確実に広

が 多い の は

合わない」のです。
位置づけなのでしょうね。

がっていくでしょうね。マルチクラウド

た業務基盤から、グローバルなプラット

四倉 後者のお客さまは、当然、クラウド
鈴 木 エンジニアは、
ＡＰＩに 面 白みを

に対しても、コンテナ技術がクラウド間

高添 たしかに、クラウドの普及によっ

への信頼感も高いのでしょうね。
感じるそうです。クラウドのスケーラビ

の差異を吸収して、どこでもアプリケー

て構成管理の手法も変わってきました。

鈴木 そうですね。セキュリティ・可用

リティを自分でプログラミングして活か
ションを動かせるようになれば、好きな

フォームを提供するサービスです。人気

性・信頼性の面でクラウドに対する不安

いやすいＡＰＩというのがクラウド選び

せるからでしょうね。彼らにとって、使
クラウドを使うことができ、しかもそれ

の理由は、オンプレミス側にあった仮想

が払拭され、サービスのバリエーション
の大切な基準になっているのです。

システム、もしくは

も増えてきました。それにともない、ど
四倉 「仮想マシンの概念すら不要」とい

それが先進的
らはＡＰＩで動かせる ――
なユーザのイメージだと思います。

フォームで迅速な立ち上げが求められる

のように使えば、クラウドの特長を活か
うのは、物理環境と対比してですか？

例えば、構成の違う複数の仮想マシンテ

したシステム運用が可能か、という点に
高 添 い え、彼 ら は 純 粋 に ア プ リ ケ ー

化基盤をそのまま持ってくることができ

関する理解も進んでいると思います。

ションを 動かしたいだけなのです。ス

やソーシャル系
IoT

四倉 業種によってニーズの違いはあり

マートフォン世代の若いエンジニアには
四倉 今、
「マルチクラウド」という言葉

システムなど、目的毎に異なりますが、業

ますか？
サーバやＯＳへのこだわりはなく、自分
が出てきましたが、クラウド同士が連携

「シンプル
ンプレートをつくる時代から、

高添 業種を問わず圧倒的に引き合いが

の書いたコードをすぐに動かせる仕組み

るからです。

多いのは

で、その 背景には、今まで
IaaS
する意義とは、具体的に何でしょうか？

務基盤としてクラウドを 見ている 方は

のシステムを変更したくないという思惑
があればいいという人もいて、時代が変

鈴木 マルチクラウドに関するお客さま

マルチクラウドのメリット

があります。
わったことを感じさせられます。

圧倒的なスピード感覚を求めていて、非

ナ 技 術 ＊が 出てくることで、どこでも・

なって、
ＯＳＳの

鈴木

たんクラウドに持っていったシステムを

たい、というものがあります。また、いっ

ただ、ゲーム業界などは、
ＩＴに対して
常に進んだ考え方を持っている方がいま

再びオンプレに戻したり、クラウド間で

の要望として、ベンダロックインを避け

す。彼らは「仮想マシンという概念も不
どの

移行させる、といったことも意識されて

は 特 徴 的な レ イ ヤ で は な く
IaaS

要、オートスケールは当たり前、もっと楽
動かせるようになり、アプリケーション

いるようです。

のようなコンテ
Docker

に使いたい」という欲求を持っています。
のポータビリティがどんどん広がってい

タをどうやって連携させるの？ という

ド間で同じものが使えても、肝心のデー

う課題です。アプリケーションはクラウ

ポータビリティをどうするのか？」とい

考えなくてはならないのが「データの

のポータビリティが実現されると、次に

コンテナ技術によりアプリケーション

鈴木 お客さまがすでにＷＡＮのネット

るかもしれません。

るクラウドのほうがスムーズに導入され

点を考慮すると、閉域網でつながってい

ターネット上か、という問題です。その

いることです。接 続 先が 自 社 内かイン

接続は違うものだ、と認識している方も

かには、インターネットＶＰＮと閉域網

ウドが移り始めていて、お客さまはそれ

進み、部品あるいは機能のレイヤにクラ

鈴木

のサービスでも事例が出てきました。

されており、
ＴＶ業界ならメディア関連

ラーニングや

という認識も出始めているので、マシン

最 近の

モデルの

から

を開発中です。近いうちにひとつの画面

在

フェースにもこだわりを持っていて、現

ら に、マ イ ク ロ ソ フ ト は ユ ー ザ イ ン タ

ＰＩの共通化も進んでいくでしょう。さ

パブリッククラウドと社内システムのＡ

を使ったシームレスな接続もそうですし、

先ほどから話題に出ているネットワーク

でも自由にアプリケーションを
IaaS

が中心で、一番需要
IaaS

ことですね。そういう意味では、クラウ
ワ ー ク を 持っ て い て、複 数の 拠 点か ら

らを 自由に 組み 合わせて 使える 時代に

くれるようになるでしょう。

鈴木 弊社でも

ド間をセキュアにつなぐネットワークが

データセンターにアクセスしている状況

なってきました。

ソリューションも注目
IoT

がってシームレスになれば、システムを

きはありますが、ネットワークさえつな

高添 はい。日本国内か否かという線引

四倉 改めて、ネットワークが重要だと

でしょうね。

システム構成に立ち返る必要があるから

の背景としては、もう一段上のシームレ

ぎたいといった要望が増えています。そ

ら提供していますが、最近はＬ２でつな

弊社ではそういったサービスを以前か

和感も軽減されると思います。

同じイメージで使えるので、ユーザの違

キャリアであれば、それまでのＷＡＮと

すが、閉域網でつながって、しかもマルチ

で二億以上の認証をこなしています。ま

て、クラウド 上の

ド化されたサービスをすでに提供してい

高添 認証基盤については、ハイブリッ

と思います。

管理するのか？」などが今後のテーマだ

レーションなど、マルチクラウドをどう

いだの 認証、セキュリティ、オーケスト

「そのあ
サービスを提供しているなかで、

の戦略として考えています。そこをマイ

ドをシームレスにつなげていくことを次

社としては、その先にパブリッククラウ

ベートクラウド」といったものです。弊

外 部に 拡 張した「ハイブリッドプライ

オンプレミスのプライベートクラウドを

ミスとパブリッククラウドというよりは、

ではできている。ただそれは、オンプレ

ワークがシームレスにつながるところま

マ シ ン を 自 由に 移 動で き た り、ネ ッ ト

の世界からコモディティ化が
IaaS

動かす場所は重要でなくなります。

スさが求められていて、
ＩＰアドレスも

た、クラウドにつながる多種多様なデバ

クロソフトさんとも提携したいです。

仮 想 化プ ラ ッ ト
VMware

四倉 そうなると、ユーザにとってのバ

変わらないし、システムの移行にすら気

イスを使った多要素認証や複数のアイデ

また現在、新しいパブリッククラウド

クラウドと

をインターネットＶＰ
Azure

いうことですね。

リューはどこにあるのでしょうか？

づかないみたいな感じになれば、それは

ンティティプロバイダ連携によって、マ

ＩＩＪもこの 分野
を 開発していまして、

Ｎでつなげば、クラウド上で動いている

は 一日
Active Directory

高添 一例として、社内やＩＩＪさんの

大きなメリットだと思います。

ルチクラウドをターゲットにした認証の

を強化していきます。さらに

仮想マシンは社内のＡＤドメインに参加

進んでいくでしょうか？

レーションということで、マルチクラウ

との
Azure

あり方も、進化を続けています。

シームレスな 連 携を 意 識した 新しい
四倉 今、クラウド関連でもっとも熱い

高添 既存ＩＴのクラウド化の阻害要因

ドをコントロールできる仕組みも提供し

させることができます。そうなると、仮
想マシンを動かすためのデータセンター

テーマは何でしょうか？

をなくすことは言うまでもありませんが、

ていく考えです。●

基盤やそこに関わるオーケスト
Hyper-V

を外に借りて、自社内のネットワークを

高添 「既存のＩＴ資産をそのままクラ

ポイントは、マルチクラウドにおける利
ただ、注意が必要なのは、お客さまのな

延長させただけのように見えます。

ウドへ移していただく」というビジネス

クラウドが進む方向性

四倉 今後、クラウドはどういう方向に

鈴 木 弊 社は

にも社内にも仮想マシンをつ
Azure

の新しいユーザインタフェース
Azure

用者にとっての一貫性だと思っています。

ますます重要になってくると思います。

があり、そのＷＡＮにクラウドがつなが

その際、一社のクラウドサービスなら

フォームを提供するなかで、オンプレミ

は着実に伸びていますが、
IaaS

高添 お客さまと話していると、ネット

れば、拠点がひとつ増えるのと同じです。

スとクラウドを併用していただき、仮想

は「部 品の 集 合 体」である
Azure

ワークについての質問のほうが多いです。

数のベンダが様々な部品あるいは機能の

広い分野を担当し、セミナーの企画・実施に加えて、

そうしたことはもちろん可能ですが、複

年間 150 ものセッションを通じて最新テクノロジーの普及活動を行なっている。

全てがインターネット経由になると、社

仮想化や自動化、プライベートクラウド、Microsoft Azure や DevOps と

内のネットワークのトポロジも変わりま

マイクロソフトのインフラ系技術担当エバンジェリストとして、

ら、インフラ、つまりネットワークを含む

高添 修 ( たかぞえ おさむ )

マルチクラウドを使った分散を考えるな

大手企業向け提案活動やコミュニティ支援などもこなしている。

10
＊コンテナ技術とは、Web サーバなどアプリケーションの実行環境を抽象化する技術であり、Docker はそれを管理するための OSS。
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導入から活用へ〜エンタープライズクラウド最新事情

クラウド利活用に関する「システム設計のパターン」を公開する動きが広まっている。

本稿ではその背景・効果を解説する。

鈴木 透

開始しました。お客さまのビジネスを支

ＩＩＪは二〇一四年一〇月より、
「ＩＩ

ンパターンです。

すいように分類・整理したものがデザイ

づくパターンに名前をつけ、再利用しや

ソフトウェア開発の初級者は、このデ

Ｊ ＧＩＯベストプラクティス」の公開を

えるＩＴシステムが抱える課題をクラウ

ハウに名前をつけ、形式知化することに

ザインパターンを知ることで達人の設計

昨今、これと同様に、多くのクラウド事

より、プログラマ同士で共通の言葉で会

ドで解決するための利用ガイドとして、

業者が「クラウドデザインパターン」
「ク
話ができるようになることも大きな効果

ノウハウを理解し、より良いソフトウェ

ラウド 活用パターン」といった 名称で、
です。この「典型的な 課題には、典型的

ＩＩＪ ＧＩＯの構成例や設計パターンを

各社のクラウドの特色を打ち出した設計

な設計パターンが適用できる」という考

アを設計できるようになります。また、

パターンを公開しています。なぜ、多く
え方をクラウド上のシステム設計にも取

体 系 化し、
ＩＩＪのＷＥＢページ 上で 公

のクラウド事業者が、クラウド上のシス
り入れていこうという取り組みが、クラ

達人の頭のなかにしかなかった設計ノウ

テム設計パターンの公開に取り組んでい
ているのです。

ウド事業者のあいだで積極的に行なわれ

開しています。

るのでしょうか？ 本稿では、その背景

クラウド化への不安は
払拭されつつある

を解説します。

システム設 計 の
パターン化とは？

とは何でしょうか？ 実はシステム設計
大量のコンピューティングリソースを利

プレミスシステムでは考えられなかった、

クラウドの登場により、今までのオン

のパターン化は、ソフトウェア開発の領

用した新しいアプリケーションの開発や、

そもそも「システム設計のパターン化」

域で生まれ、
「デザインパターン」と呼ば

設備を持たずにシステムの災害対策を行

なうといったことが、迅速かつ安価に実

れて発展してきた考え方です。
ソフトウェア開発の領域では、達人と

施できるようになりました。また、クラ

する不安も、クラウドサービスの品質向

呼ばれるような経験豊富なプログラマが

あります。そうした典型的な設計にもと

ナー企業にわかりやすく伝える手段とし

が抱えていた信頼性やセキュリティに関

た事例や、クラウド上で数多くシステム

て、設計のパターン化が重要性を増して

ウドの黎明期に、導入を検討するユーザ

を構築してきたエンジニアが編み出して

いるのです。

的なパターンの設計にたどり着くことが

例えば、信頼性を確保するための方法

きた設計ノウハウをパターンとして体系

同じような課題に取り組んだ場合、典型

例えば、
ＩＩＪ ＧＩＯでは、仮想サーバ

は、各社のクラウドによって異なります。

の持つパッケージソフトウェアと組み合

のＳＬＡを９９・９９パーセントと定め、

クラウド事業者が自社クラウドのシス

わせる場合の設計を共同で検討し、公開

「ＩＩＪ ＧＩＯベ ス ト プ ラ ク テ ィ ス」

テム設計のパターン化に取り組む背景に

ナー企業を含めたノウハウ普及への取り

しようとしています。こういったパート

化・公開することで、経験の少ないエン

を取得し、そのイメージをコピーするこ

は、世の中のエンジニアの皆さんに自社

仮想マシンの稼働している物理サーバが

年間の停止時間は一時間以内を目標にし

とで、利用者自ら復旧させる必要がある

のクラウドの特性を理解してもらい、よ

では、
ＩＩＪ ＧＩＯの 各種サービスの 組

ＩＩＪ ＧＩＯホス
サービスがあったり、

組みも、エコシステム拡大の鍵となると

ジニアでもクラウド上の効果的なシステ

ティングパッケージのように、障害が発

り価値のある使いこなしを実践してほし

障害で停止した場合、あらかじめ取得し

ています。また、ファイアウォールや侵

生したものとは別の物理サーバで、事業

システム設計パターンを公開する背景を

以上、クラウド事業者がクラウド上の

考えています。

ビスもあります。このようにクラウド
サービス毎の特徴を理解し、設計を行な
クラウドは日々進化しており、新しい

業者がクラウドビジネスの拡大のために、

もうひとつの背景として、クラウド事

を前提に「どう使いこなすか」という点

ドは「使う／使わない」から、クラウド化

関する理解や不安の払拭が進み、クラウ

ご紹介しました。クラウドの導入効果に
機能やサービスが次々に生まれている反

パートナー企業との協業によるエコシス

が重視されるようになってきました。今

う必要があります。

面、数多くのサービスをどのように組み

テムの拡大に取り組んでいることが挙げ

クラウドのスペックや機能の多さだけで

合わせればいいのか、クラウドに初めて

エコシステム拡大の鍵は、自社のクラ

なく、設計パターンが体系化され、活用ノ

後、企業がクラウドを選ぶにあたっては、

ているのも事実です。クラウドのサービ

ウドを理解し、構築を得意とするパート

られます。
スの組み合わせ方を理解し、その特性を

否かといったことも、選定のポイントに

けに自社クラウドの勉強会を開いており、

ＩＩＪは、
「ＩＩＪ ＧＩＯベ ス ト プ ラ

ウハウがわかりやすく公開されているか
そこで重要性を増してきたのが、クラ

ＩＩＪでも、
「ＩＩＪ ＧＩＯアカデミー」

クティス」の発展を通して、さらなるク

ウド事業者の多くが、パートナー企業向
ウド上のシステム設計のパターン化です。

と 題して、
ＩＩＪ ＧＩＯのトレーニング

ラウド活用の価値向上とエコシステムの

ナー企業を増やすことにあります。クラ

クラウド上でのシステム設計における信

講座を開いています。こうした機会に、

拡大に取り組んでいきます。●

活かした設計・運用ができるエンジニア

頼性や拡張性の向上といった典型的な課

自社クラウドの 設計ノウハウをパート

なるでしょう。

題に対して、クラウドを効果的に利用し

はまだまだ少ないのです。

触れるエンジニアにはわかりづらくなっ

エコシステムの 拡 大

い、という思いがあるのです。

み合わせ方だけでなく、パートナー企業

入検知、 DDoS
などのセキュリティ対策

を専門エンジニアがマネージドで提供す
るサービスもあります。これらを組み合
頼性やセキュリティを 得ることができ

わせることで、
「オンプレミスを超える信
た」と評価してくださる事例も数多く生
まれています。
昨年あたりから「クラウドファースト」

という言葉が多く使われるようになって
いるのも、効果的なクラウド利用の事例
が増えて、クラウド化への不安が払拭さ
れ、クラウドの利用を第一に考える企業
が多くなってきたことの現れだと言える
でしょう。

クラウド活 用の
ノウハウ普 及が重 要に
しかしながら、クラウドはただ導入す
ればコスト削減や信頼性向上を実現して
くれるものではありません。クラウドの
特性を活かしたシステム設計が十分でな

いばかりに、オンプレミスで構築するよ

者側が仮想マシンを復旧してくれるサー

ム設計を理解できます。

なった、という声も聞きます。

IIJ ソリューション本部
エンタープライズソリューション部
基盤ソリューション開発課長

ておいたサーバイメージのバックアップ

上とともに払拭されつつあります。

クラウド事業者のあいだで、

りもコストがあがったり、運用が大変に
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クラウドの設計をパターン化する

ひいてはクラウド活用に対する期待値・役割が変貌・拡大している。

ここではそのアウトラインをスケッチする。

発していました。

そうした 背景から、
ＩＴ部門の 担う 役
割をよりビジネス的かつ先進的なものに

していくために、従来中心となっていた

クラウド上で動かすことなど考えにくい

二〇〇九年当初は、基幹業務システムを

ＩＩＪがクラウドサービスを開始した

ニア中心になっていたという企業も少な

て、気が付くとＩＴ部門の組織構成がシ

員までも事業部門へ転属させられたりし

業が、基幹業務システムを含むエンター

年になりました。業界を代表する大手企

した流れが大きく変わったと感じられる

に転じた日本経済は、製造業を中心に業

連の経済政策 〃アベノミクス により円安

が政権を奪還し、安倍首相が実施した一

そうしたなか、二〇一二年末に自民党

くなかったようです。

プライズシステムにＩＩＪ ＧＩＯを採用
績を回復させ、
ＩＴ部門に対する期待値

時代でした。しかし二〇一四年は、そう

する動きが活発化してきたのです。
にも大きな変化が生じました。
企業経営は、それまで最重要視してい

二〇〇八年のリーマンショックの影響
的な海外拠点展開への対応をＩＴに求め

事業貢献やグローバル化にともなう積極

変 革を求められるＩＴ部門

もあって、長い不況に突入した日本国内
るようになり、また、ビッグデータを活か

たコスト削減施策から一転して、新たな

市場は企業の設備投資を鈍らせ、その結

報機器を業務に活用する動き）を促進す

し た マ ー ケ テ ィ ン グ 施 策 やＢＹＯＤ

められました。厳しいコスト削減の要求
るスマートデバイス活用など、要求され

果、
ＩＴ部門は唯一の経営貢献の術とし

に対して、業務プロセスそのものを見直
るテクノロジも高度化・複雑化しました。

＝個 人 所 有 の 情
Bring Your Own Device

すといったアプローチは、それを実現す
こうしてＩＴ部門を取り巻く環境が大き

て、ありとあらゆるコスト削減施策を求

るために多大な労力と時間が必要である
く変貌したのです。

タイムリーかつ柔軟なインフラ環境を実

リ ソ ー ス の 延 長 線 上、い わ ば「ハ イ ブ

ドリソースとして提供し、オンプレミス

れなかったり、中核となっていた中堅社

件費が目立ちはじめ、新入社員が配属さ

最適化が進むと、相対的にＩＴ部門の人

インフラ基盤の統合化によるコストの

るハイブリッド・ネットワークソリュー

ドレスをそのままクラウド上に移行でき

す。オンプレミス環境で使用中のＩＰア

員が確保できないだけでなく、新しい技

要求に応じ続けたことにより、充分な要

期待される一方、長く続いたコスト削減

多くの企業のＩＴ部門は新しい役割を

エンタープライズシステムを
なぜクラウド 化するのか？

のに対し、仮想化技術を利用したサーバ
インフラの集約、つまりインフラ基盤の
統合化アプローチは、比較的短期間で成
果を出しやすいため、多くの企業が採用

現するためにクラウドの採用に踏み切る

リッド・プライベートクラウド」として

しました。

というものです。必要に応じて短期間で

ションをはじめ、クラウドバックアップ、
クラウドＤＲなどの各種ソリューション

活用するというものです。
企業は「ＩＩＪ ＧＩＯ仮想化プラット

リソースの供与を受け、不要になれば返
却できるというのは、まさにクラウドな

く活用することは今や必須と言えます。

サービス事業者の技術者・技術力を上手

けでカバーし続けることは不可能に近く、

雑化する技術分野を一企業のＩＴ部門だ

さらには、先に述べた通り高度化・複

このことであり、これを軸にＩＩＪの有

「持たないプライベートクラウド」とは

できます。

に専有化されたクラウドリソースを活用

レミスリソースの一部としてシームレス

を直接引き込むことで、あたかもオンプ

します。

するインテグレーションサービスも提供

ＳＡＰ ＨＡＮＡ導入に 付随
れと 併せて、

ドサービスの提供を予定しています。そ

ＡＮＡ Ⓡを本番環境で利用できるクラウ

メモリデータプラットフォームＳＡＰ Ｈ

次に、
ＳＡＰ社の 中核戦略であるイン

を提供します。

そ の 一 方で、企 業に と っ て 特に 重 要な

する高い技術力と、セキュリティに関す

さ ら に、ク ラ ウ ド 型の デ ー タ 解 析 環

フォームＶＷシリーズ」に自社のＷＡＮ

幹業務システムの代名詞であるＳＡＰシ

データを保管しているエンタープライズ

るノウハウを享受して、これまで漠然と

境 で は、す で にＩＩＪ ビ ッ グ デ ー タ ソ

らではの活用方法です。

ステムのクラウド化を推進していますが、

システムをクラウド上に移すことに対し

抱いていたクラウドに対する負のイメー

クラウド化へ舵を切る企業が増えている

ＩＩＪでは 二〇一四年より、企業の 基

用する傾向が強まってきたのです。

心としたアウトソーシングサービスを利

昨年は一五〇社を超える引き合いがあり、

ては、セキュリティや既存システムとの

ことが見てとれます。

る「ＩＩＪ ＧＩＯ Ｈａ ｄｏｏｐ ソリュー
ション」と「ＩＩＪ ＧＩＯ ＤＷＨデータ
ベ ー ス」に、前 述のＳＡＰ ＨＡＮＡク ラ
ウ ド サ ー ビ ス が 加わ れ ば、ス モ ー ル ス
タートから大規模かつ複雑な用途まで幅
イズシステムのクラウド化が進むと見ら

ＩＩＪは、こ う し たＩＩＪ ＧＩＯを 中

二〇一五年は、ますますエンタープラ

れます。
ＩＩＪではＩＴ部 門の 変 革をサ

広く対応できるサービスが整います。
ＩＩＪは企業のエンタープライズシス

ティクス分野におけるコンサルティング、

核とした各種ソリューション、サービス

まず「持たないプライベートクラウド」

それらに付随するアプリケーション開発、

の 提 供に 加え、ク ラ ウ ド 活 用や ア ナ リ
をさらに発展させ、ユーザにクラウドで

さらにはシステムインテグレーションな

ポートする新しいソリューション、サー

想化プラットフォームＶＷシリーズ」を

あることを 意識させることなくハイブ

どについても積極的に推進していく考え

ビスの提供を行なっていきます。

提案しています。このサービスは、多数

リッド・クラウド環境を容易に実現する

です。●

テムのクラウド化に対して、従来のパブ

の企業がオンプレミスで導入済みである

ソリューション群の提供を予定していま

なるコンセプトを持つ「ＩＩＪ ＧＩＯ仮

の仮想化基盤そのものをクラウ
VMware

リッククラウドサービスとはまったく異

ＩＩＪのクラウドサービス
〃持たない
プライベートクラウド

が多いことも事実です。

リューションとしてご利用いただいてい

そうした企業は具体的にどういった要
因からクラウドの採用を決めたのかと言

いますと、おおよそ次の三点に集約され
ます。
まず、大半はインフラ基盤コストの最
適化と保守・運用のアウトソーシングを
目的にしたものです。数年に一度発生す

る大掛かりなＨ／Ｗリプレースによる突
発的な初期投資を平準化するとともにオ

フバランス化したいというニーズと、ク
ラウドを利用することでＩＴ部門がイン
フラ基盤の保守・運用を手放せるという
利点がそこにはあります。
次に挙げられるのは、様々な事業企画

二〇一五 年の
ＩＩＪの取り組み

ジを完全に払拭できます。

システム開発やインフラ基盤運用などの

染谷 直

適合性などの観点から、不安視する企業

定常的な業務については、クラウドを中

〃

景気回復を追い風として、企業のIT 部門、

術に追随する能力が不足するケースも頻

クラウド活用のトレンド
の立上げや既存システムの改変に際して、
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IIJ ソリューション本部
エンタープライズソリューション部長

〃

導入から活用へ〜エンタープライズクラウド最新事情

導入から活用へ〜エンタープライズクラウド最新事情

多くの企業において基幹システムのクラウド化が進行している。

ここでは IIJ が提供する、SAP システムを組み込んだクラウドサービスについて紹介する。

ＳＡＰ ＥＲＰを中心とした隣接領域・周
辺システムや関連するソフトウェア群ま

でを包括したかたちでサービス提供する
ことに加え、業務アプリケーションの保
守・運用サービスもワンストップで提供

することが、課題解決の糸口になると考
えています。
これにより、企業のＩＴ部門が抱えて
を軽減すると同時に、コスト面での最適

いるシステム運用管理全般に対する負荷
化が実現されます。この発想は、これま

で

型で提供していたクラウドモデ
HaaS

といった対策を選択する企業が増えてき
ドサービスベンダの市場競争力を高め、

ＨＥＣの 登 場は、
ＩＩＪを 含むクラウ

雑な管理作業から解放されるので、より

た、と感じる年でした。その背景として、
クラウド化を検討している多くの企業に

二〇一四年は、基幹システムの運用管理

基幹システムの市場を常にリードしてき

とって、ソリューション・サービス、安全

生産性の高い業務に専念できるようにな

たＥＲＰパッケージ「ＳＡＰ ＥＲＰ」を
性・信頼性、提供価格などの 面で「選べ

ります。

提 供するＳＡＰ社が、
ＳＡＰシステムの

るクラウド時代」の到来を印象づけまし

で抱えている課題解決に際して、基幹シス

クラウド環境への移行に本腰を入れ始め
ＳＡＰ社 自らが
た。これは 結 果として、

テムそのものをクラウド環境へ移行する

たことが挙げられます。同社が提供する
ＳＡＰシステムのクラウド化を加速させ

たことが、クラウド市場の牽引役を買っ

「 SAP HANA Enterprise Cloud
」
（以 下、
Ｈ
ＥＣ）の登場です。
ＨＥＣは、同社製品の

て出た格好となり、基幹システムの新た
こうしたなか、
ＩＩＪのＳＡＰ基盤向け

Ⓡ大量データを超高速で
ＳＡＰ ＨＡＮＡ （

を活用した高速データ処理能力を、プラ
ＳＡＰソリューション」が、
「選べるクラ

クラウドサービス「ＩＩＪ ＧＩＯ ｆｏｒ

な市場を創出したと言えます。

イベートクラウドサービス＋マネージド

処理するインメモリ専用データベース）

ＳＡＰシステムの 利用
サービスとして、

ウド時代」を勝ち抜いて、多数の企業に
ド基盤がＳＡＰシステムの本番環境を稼

を予定している企業に手軽にご活用いた
ＨＥＣを 利 用することで、
ＳＡＰシス
働させるうえで、安全で信頼できる国内

採用されました。これはＩＩＪのクラウ

テムの標準機能ではパフォーマンスが追
では希少なＳＡＰ社認定のクラウド環境

だけるクラウドサービスです。

い付かず、アドオン開発を余儀なくされ
であることを証明した結果と言えます。

ｆｏｒ ＳＡＰ ＨＡＮＡ」の提供を予定し

トサービス インメモリプラットフォーム

ドサービス「ＩＩＪ ＧＩＯコンポーネン

Ｎ Ａを本番環境として利用できるクラウ

そ し て 今 年 の 春 に は 、Ｓ Ａ Ｐ Ｈ Ａ

ム監視、システムチューニングなどの煩

が生じます。また、バックアップ、システ

タ転送処理が不要になる、といった効果

のさらなる高速化、オンライントランザク

（

シ ョ ン、エ ン タ ー プ ラ イ ズ 向 けＢＩ

処 理といった 様 々なデータソリュー

やテキストマイニング、地 理 空 間 情 報

ビッグデータ 処 理を 必 要とするＭ２Ｍ

た思いを抱いている企業もあり、セキュ

へ移行することに、期待と不安が錯綜し

ＳＡＰシステムをクラウド環境
一方で、

現状の課題

ていた機能もアドオンなしで処理が可能
になり、
ＳＡＰシステムのメンテナンス
性が大幅に向上することや、複数のシス

ＳＡＰ ＨＡＮＡに 対
ています。これは、

ション処理（ＯＬＴＰ）／オンライン分析

テム間の夜間バッチ処理による大量デー

型で提供する物
HaaS

ＳＡＰ社の イ ン
ＩＩＪは 二〇一 四 年、

新たな取り組み

ていたことだと感じています。

応した本番環境を

処理（ＯＬＡＰ）に 代表される 基幹業務
処理の効率化など、様々な場面でＳＡＰ

）の情報分析処理
Business Intelligence

メモリデータプラットフォームＳＡＰ

理アプライアンスサービスです。

ＨＡＮＡを ピ ュ ア な デ ー タ プ ラ ッ ト

ＳＡＰ ＨＡＮＡアプライアンスにハー

ＨＡＮＡのクラウドサービスによる提供

を開始しました。そして同年七月には、

ドウェアの監視・運用を含め月額料金で

「ＩＩＪ ＧＩＯｆｏｒ ＳＡＰソリューション

フォームとして活用することを検討して

パートナーの

「ＩＩＪ ＧＩＯ仮 想 化 プ
け ま す。ま た、

メモリプラットフォームをご利用いただ

に手間をかけることなく、高性能なイン

チューニングやハードウェアの運用管理

唱するＳＡＰ ＨＡＮＡは、中長期的なＩ

ＩＩＪが 提
に 目が 行きがちであるなか、

テム更改タイミングでの投資対効果のみ

ると予想されますが、一部の企業がシス

この動きは二〇一五年以降も活発化す

おり、すでに検証を開始しています。

ファームを中心にご利用いただいていま

ラットフォームＶＷシリーズ」を、現 在

Ｔ戦略からロードマップを描き、段階的

の 処 理 性 能を 最 大 化するためのＯＳの

Ｐｏ Ｃ ｆｏｒ ＳＡＰ ＨＡＮＡ」（以 下、 PoC 提供します。お客さまは、
ＳＡＰ ＨＡＮＡ

ＳＡＰ ＨＡＮＡへのマイグ
す。用 途は、

ご利用中のＳＡＰシステムとハイブリッ

に運用・手間・コストの問題を解消する

環境）をリリースしました。

レーション検証や業種別アプリケーショ

ドで 接 続することも 可 能です。ご 利 用

環境は、サービス開始以来、
ＳＡＰ
PoC

ンの

（ Suite on HANA
）対 応 な ど
SoH

やコンサルティング
SIer

様々です。いずれも本番稼働するＳＡＰ

ための最適解としてご検討いただいてい
環境の利
PoC

シーンに合わせて、最大２ＴＢまでの超

と考えています。●

続き企業の皆さまへご提案していきたい

を積極的にご検討いただけるよう、引き

フォーム ｆｏｒ ＳＡＰ ＨＡＮＡ」の活用

ネントサービス インメモリプラット

の 一 部と して、
「ＩＩＪ ＧＩＯコン ポ ー

用を通じて、システム更改プロジェクト

ます。さらには、前述した

システムをＳＡＰ ＨＡＮＡで稼働させる

が大きく動いた年でした。大手企業が、

ＳＡＰ ＨＡＮＡの 市 場
二〇一 四 年 は、

ＳＡＰ ＨＡＮＡの
クラウド化は始まっている

用いただける環境を提供します。

ことを 目的とした 事前検証であり、 PoC 高速データベースをスケーラブルにご活
環境であればＳＡＰ ＨＡＮＡへの最適化

な ど、
ＩＩＪ ＧＩＯ上 でＳＡＰ ＨＡＮＡ
を安心してご利用いただけます。また、
ＳＡＰパートナーによる 検 証 結 果をソ

ビスの一部としてお客さまに提案できる

ＩＩＪ ＧＩＯのサー
リューション 化し、

リケーションの運用管理までをＩＩＪの

準備を進めています。

ルを超えて、より上位レイヤの業務アプ

五十嵐 直樹

それは多くのＳＡＰユーザから期待され

IIJ ソリューション本部
エンタープライズソリューション部

システムのクラウド化のコンセプトでは、

この点に関して、
ＩＩＪが考えるＳＡＰ

る工数・人員を削減すること」でした。

期待は明確で、
「システム運用管理に要す

た。そうした企業がクラウド化に寄せる

間やコストに対して悩みを抱えていまし

たＳＡＰシステムの運用管理にかかる手

環境へ移行する際、老朽化・サイロ化し

ＩＩＪのお客さまの多くが、クラウド

課題がありました。

ステムの保守・運用管理に関する切実な

も聞こえてきました。そこには、
ＳＡＰシ

リティやパフォーマンスを不安視する声

SAP 社が SAP ERP のクラウド提供を開始したことで、

クラウドサービスがサポートするもので、
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ＳＡＰシステムのクラウド化に向けて

海外でクラウドを運用することは、
企業の体質を強化するチャンスとも考えられる。
本稿では、海外でのクラウドの効用をまとめてみた。

ＯＳのバー
サーバを調達する際、例えば、

ＩＴスタッフが不足するなか、現地で

しょう。

をすでに 多くの 企業が 経験しているで

してしまう「ジョブホッピング」のリスク

提供できなければ、物足りなく感じて退職

新しいテクノロジを学ぶ機会を継続的に

がいたとしても、その能力に見合う業務や

材は非常に稀有です。仮にそうした人材

日本語でコミュニケーションがとれる人

ンダや現地ベンダとの交渉力を兼ね備え、

に関する知識や経験があり、グローバルベ

ＩＴのグローバル展開
バルＩＴ要員です。

されています。さらに問題なのは、グロー

経営上の大きな課題としてたびたび議論

グローバル人材の育成・獲得は、現在の

グローバル人材は 〃青い鳥 ？

チャンスと捉えるべきかもしれません。

ターネットを用いて企業基盤を変革する

のグローバル 化の 波をクラウドやイン

日本企業も、当時の米国のように、今度

確立したのです。

的な標準化を進め、今日につながる風土を

化を意識して業務プロセスとＩＴの徹底

アーキテクチャーを再構築し、グローバル

海外でのクラウド運用
ジョンやパッチなどに関する本社からの

。この一節は、国会図書館で探
かである」

性格を強くもっていることからも、明ら

がすべて国際面からのチャレンジという

であることは、変革を迫った主要な要因

おり、その鍵を握るものが企業の国際化

体質の抜本的な見直しと変革を迫られて

「日本企業はこれまでの成長戦略と企業

強化をお手伝いできる環境が整いました。

クラウドコンピューティングで企業体質の

バーする体制が完成しました。これにより、

にクラウドサービスを提供し、各地域をカ

ＩＩＪは昨年一〇月、世界の主要四都市
す。

ますが、海外では数倍の効果を発揮しま

して一般にもその利便性が認知されてい

クラウドは、コンピュータの利用形態と

書籍に載せても違和感はないと思えます。

に展開する場合、改めて海外のＩＴ戦略を

欧米のＩＴ先進国の企業がグローバル

グローバル化 ＝チャンス

した、日本企業の国際戦略について著さ
れた一番古い本から引用しました。約五
〇年前に書かれたものです。多少古めか

いつの時代も、外的変化により自らの質
検討する必要はないと聞きます。一方、日

しい文体を除けば、最近の経営学関係の

的変化を行なうのは、我々のＤＮＡなの
本では「海外でのＩＴ構築の方法」といっ
業では、基本システムが国個別という概念

た指南書やセミナーが豊富です。欧米企

でしょうか？
何年かの周期で海外進出が熱を帯びる

は皆無で、国境を越えた運用が前提になっ

時期があります。国内市場の縮小が現実
的になり、有望な海外消費市場の開拓、東

ています。しかし、そこまで行くには、苦
一九八五年、
「ヤング・レポート」と呼

日本大震災から四年が経過し、中断してい
定を行なう企業が増えています。以前は

ばれる米国の産業競争力を奪還するため

悩の紆余曲折がありました。

二〜三年を費やして進出を決定していた

の提言報告書がまとめられ、新しい技術の

た海外戦略を再開するなど、新たな意思決

のが、今では実際にオフィスを開設するま

わり、本社のＩＴスタッフが出張してきて

なため、ハードウェアのセットアップが終

指示を現地ベンダに伝えることに不慣れ

な情報連携やリアルタイムな経営情報と

ら問題ないかもしれませんが、グローバル

管理など、拠点の情報管理を行なう範囲な

ました。法人内の閉じた販売状況や生産

茶飯事で、永遠の課題とも言えます。今や

し、海外でＩＴ構築に苦慮することは日常

は、すみやかなＩＴ構築が必須です。しか

すし、消費市場として進出を目指す場合に

労働集約型工場でもＩＴ化が進んでいま

テムを構築することです。

いきます。肝心なのは、必要最低限のシス

のノウハウを結集し、他拠点にも展開して

していた米企業は、このタイミングでＩＴ

なＩＴの技術変革が起こりました。低迷

なメインフレームからの変化として、大き

ンターネットの勃興期にあたり、クローズ

この時期は、オープンシステムの普及とイ

でに 早ければ 半年と 短くなっています。 創造・実用化・保護などが提唱されました。

も、指示通りの仕様になっておらず、アプ

なると話は別です。

談すれば、現地の必要条件なども調べても

考慮する必要がなく、日本の担当営業に相

を海外で活かせます。特別な運用体制を

肢にクラウドがあり、クラウド本来の価値

しかし今では、海外でのＩＴ事業の選択

た、といったエピソードには事欠きません。

バナンスの周知と徹底が必要です。

キュリティの担保、グローバル規模でのガ

が必要です。対策としては、拠点毎のセ

オフィスの大小にかかわらず細心の注意

バックドアを仕掛けられる可能性があり、

て機能やレベルが低いことが多いので、

海外法人のセキュリティは本社に比べ

といったことはなくなります。

バに合わせてその要求を拡大・削減する

業務アプリケーションを考える際もサー

サーバを決定して進める場合とは異なり、

で済みます。従来のように箱物としての

なシステムに拡張する際も段階的な投資

タルなコストを減らせます。

の心配もありませんし、人件費を含むトー

の経費処理のため、現地法人での資金需要

切り出すことができ、それらを専用のリ

ることで、システム毎に安全なリソースを

ワークセキュリティ技術を適切に設定す

ビスを利用しやすく、仮想化技術やネット

クラウドならアクセス管理や認証サー

コミュニケーションも増大します。海外

りがちな本社・海外拠点間でのリアルな

ラットフォームになると同時に、疎遠にな

用するなど、クラウド基盤が会社共通のプ

クラウド上のアプリケーションを共同利

ＩＴガバナンスの所在

コミュニケーションの増大は、様々な問題

コミュニケーション不足に起因するため、

のプロジェクトで発生する問題の多くは、
本社ＩＴ部門からの支援の欠如に現地

トップは悩みます。現地法人からすると、

ションは現地に任せているケースがほと

バルに展開していても、実際のオペレー

いようです。かつての日本企業はグロー

のガバナンスの要求に戸惑うケースも多

でしょう。成功しているお客さまは、計画

てはフェーズド・アプローチが望ましい

り進まないことが多いため、実行にあたっ

なグランドデザインは必要ですが、予定通

グローバルなＩＴ展開プランに大まか

部門の一員として間違いなく活躍してく

なら、駐在員の費用も不要で、海外のＩＴ

ＩＩＪのクラウド
セールストークですが、

ＩＴ業界では使い古された
とができます。

おいて、クラウドは皆さまのお役に立つこ

海外でのＩＴ構築の全てのフェーズに

の防止につながります。

ＩＴに関しては、国内優先や
んどでした。

の実行を急ぐことなく、適度な冒険心を持

れると確信しています。●

支援どころか、徐々に強化される本社から

海外にまで手間をかけられないといった

ち合わせて、拠点毎に確実に立ち上げてそ

海外特有の展開 プラン

ソースと同じように利用できます。

また複数拠点でクラウドを運用すれば、

らえ、スムーズにスタートできます。現地

して進むことができるので、予定より大き

クラウドの場合、一つ一つの成功を検証

リケーションをインストールできなかっ

清水 博

ことから、放任しているケースも多くあり
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IIJ グローバル事業本部
グローバル企画部長

〃
導入から活用へ〜エンタープライズクラウド最新事情

書きました。実は、折角の広い畑なので、穀類も作って

去年、広い畑をお借りして、有機野菜作りをした話を

いったことを繰り返していました。

ら 次へと 課 題が 持ち 上がっては、作 業が 中 断すると

状態です。これをどうしたら分離できるのか？ 次か

ろ調べればいいや」というくらいの軽い気持ちで蕎麦

ていませんでした。
「まぁ、収穫するころまでにいろい

作業を経て蕎麦粉ができあがるのか、まったくわかっ

育ってくれました。しかしこの時点では、今後どんな

われる 通り、特別な 手入れをしなくても、すくすくと

方で畑に蒔くと、蕎麦は痩せた土地でも良く育つと言

で種屋さんから購入し、これまたネットで調べたやり

作業で取り除きます。さらに、目で確認しながら石な

は、実に付いたヘタや表面の汚れなどを「磨き」という

て、何とか実とゴミを分けることに成功しました。次

ばと、押し入れから引っ張り出してきた扇風機を使っ

うものは身近にありません。風を送ればいいのであれ

ばして実とゴミを分ける道具を使うのですが、そうい

本来は「唐箕」という、風を送って軽いゴミだけを飛

とうみ

みたくなり、蕎麦を栽培しました。蕎麦の種はネット

栽培プロジェクトはスタートしました。

どを 拾って、最後は 水洗いをして、天日に 干して ……
と、いくつもの山を乗り越えて、やっと「玄蕎麦」の状

種を蒔いてから一ヵ月ほどで花が咲き、さらに一ヵ

す。穂が乾いたら脱穀して、蕎麦の実を穂から外さな

互い 違いに 立てかけて 並べ、しばらく 天 日で 干しま

り、紐で縛った束をいくつも作り、ブルーシートの上に

験はあったので、同じ 要 領で 蕎 麦の 穂を 鎌で 刈り 取

あと半月ほど経てば、いよいよ収穫です。稲刈りの経

類もの篩を使い分けないとうまくいかないようです。

別する方法がわかりません。どうやら目の異なる何種

た。しかし、どうしても蕎麦殻と蕎麦の実を綺麗に分

し、挽き方も

す。石臼はネットで安く手に入れることができました

いよいよ 蕎麦の 実を 石 臼で 挽いて 粉にする 段階で

態までこぎ着けることができました。

ければならないのですが、どうやったら綺麗に実だけ
結局、我が家の年越し蕎麦は、いわゆる「挽きぐるみ」

月経つと、黒い蕎麦の実がたわわに実ってきました。

を 取れるのか、具 体 的な 方 法がまったくわかりませ
という蕎麦殻が混ざった状態で丸ごと挽いた黒っぽい
のあるものになりました。それでも「年越し蕎麦は自

に実演映像がいくつもありまし
YouTube

ん。なす術もなく、蕎麦の穂の束はそのまましばらく
蕎麦粉で打つことになり、少しシャリシャリした食感

「穂が完全に乾いたら、棒
一ヵ月半ほど経ったころ、
家製の蕎麦粉の手打ちで！」という野望は何とか達成

ふるい

放置しておきました。

か何かでバンバン叩けば取れるよ」と農家の方に教わ
できました。

ら、一つ一つ手作業でばらしていかなければなりませ

とができる蕎麦なのに、自分で作るのはいかに大変な

それにしても、店に行けば数百円で簡単に食べるこ

消費経済からの脱却

り、やっと重い腰を上げて試してみました。叩くとた
しかに取れますが、綺麗には取れてくれません。穂に
たくさん実が残っていたり、穂から取れた実もいくつ

ん。この気が遠くなりそうな作業を一通り終えたあと

ことか。必要な知識やスキルは日常生活から完全に欠

かまとまったままだったりするので、目で確認しなが

も、蕎麦の実は枯れた穂の残骸などのゴミと混ざった

み、昔は誰もが自分でやっていた 〃衣食住 に関わる手

長を経て、様々な産業で分業化・機械化・自動化が進

を持っている人もまだいたと思いますが、高度経済成

ます。私の親くらいの世代であれば、そのような知識

もナンセンスです。ただ、最近は商品化・ビジネス化

可能ですし、せっかく築き上げてきた文明を捨てるの

して生きています。もちろん、今さら完全な自立は不

人はほとんど存在せず、ほぼ全員が社会や経済に従属

「自立」と呼ぶとすれば、今の世の中に自立できている

〃

を 他 者に 頼らず、自 分で 維 持することを

仕事や家事さえも、今では専門家、あるいは機械任せに

が行き過ぎていて、人の消費経済への従属度合いも右

〃衣 食 住

なり、お金を払って買わないと手に入らなくなってし

肩上がりで、いささかバランスを欠きはじめているの

落しており、必要な道具も身の回りから姿を消してい

まいました。

人なら自作できるでしょう。プロの仕事ほどうまくい

かれば誰でもできるはずですし、必要な道具も器用な

家レベルでの取り組みは必要だと思いますが、個人レ

ていますし、社会的な関心も高まっています。当然、国

食料自給率の向上は、現政権も重要な政策課題に掲げ

カロリーベースで三九パーセントと言われる日本の

ではないかと危惧されます。

十 分なレベルのものは 作れるはずです。しかし 今で

〃

〃

ベルでも、自らの自給力・自立力を少しずつでも上げ

かなくても、頑張れば自分で着たり食べたりするには

生活を維持するための手仕事ですから、方法さえわ

〃

インターネット時 代 の
〃
手 仕 事 のススメ
イノベーションインスティテュート
代表取締役社長

浅羽 登志也

かつては自分たち自身で行なっていた
に関わる手仕事も、今では

は、第一次産業、第二次産業、第三次産業の区別なく、

ていく努力があってもいいと思います。最近、巷を賑

〃
衣食住

大量生産・消費されるようになった。

あらゆる 領域で 全てが「商品化」され、消費の 対象に

わせている、様々な食品への異物混入騒ぎも、メーカの
責 任を 騒ぎ 立てるだけでなく、いざとなったらハン

なっています。また、昔ながらの手仕事で蕎麦を打つ
ような活動は「趣味」に位置づけられ、娯楽として消費

バーガーくらいは自分で作れるようにしておく、とい

自分で作っていた時代に比べれば、社会全体としての

規模大量生産し、それを広く流通させることで、何でも

ています。つまり、皆が分担して、品質の良いものを大

に何らかの仕事に就いて、何らかの生産活動に従事し

誰かに振る舞う（第三次産業）ところまで自力で行な

蕎 麦 粉を 生 産して 蕎 麦を 打ち（第二 次 産 業）
、それを

あっても 蕎 麦を 栽 培し（第一 次 産 業）、道 具を 使って

見つ か り ま す の で、私の 蕎 麦 作り の よ う に、下 手で

幸いインターネットを活用すれば、情報はたくさん

う発想も必要かもしれません（笑）
。

効率は格段に向上したと言えます。その反面、機械化・

うことは 可能です（私はこれを「マイ 六次産業化」と

もちろん、消費者である我々自身も、お金を稼ぐため

される商品に仕立て上げられています。

しかし、インターネットを
うまく活用すれば、
〃

そうしたサイクルから 〃自立 できる
道筋が見えてくるのではないだろうか？

大規模化が現代のように高度に進むと、我々は生産プ

呼んでいます）
。

か、ある日突然、何らかの理由で機械や情報システムが

のに触れることさえ少なくなっています。こうしたな

チ生産者になるか ――
インターネットを活用すれば、
自らその 選択が 行なえる 時代になったのではないで

し頑張ってマイ六次産業化を成し遂げ、その分野でプ

我々が消費者として消費経済に従属し続けるか、少

ロセス 全体のほんの 一部の 仕事を 分担するだけです

動かなくなってしまったら、いったいどれだけの人が

しょうか。●

し、最近では情報化・仮想化も進んだため、機械そのも

自分の生活を維持していけるのでしょうか？

20
イラスト／末房志野

21

I
I
J

二〇一 四 年 七 月、シンガポー
ルの 個 人 情 報 保 護 法である
「 Personal Data Protection Act 2012
」
（以下、
ＰＤＰＡ）が完全施行さ
れ ま し た。
ＰＤＰＡの 完 全 施 行
を 目前に 控えた 昨年前半は、法
律事務所や会計事務所などが日
系企業を対象に盛んにセミナー
を 開催し、日本でも 多くの 企業
の関係部門が情報を収集したと
聞いています。
シンガポールで個人情報保護
法が成立・施行された背景には、
欧米や近隣諸国で個人情報保護
法が 成立・運用されるなか、シ
ンガポールでも国際基準に適っ
た 法整備を 行ない、信頼性のあ
るビジネスハブとしての地位を
いっそう高めようとする狙いが
あると推測されます。
ＰＤＰＡの目的は主にふたつ
あり、ひとつは 個人情報を 保護
すること、もうひとつは 各社が
個人情報を合理的な目的のため
に取得・利用・開示する権利を
2015 年 3月末日

詳細は営業担当者までお問い合わせください。

TEL：03-5205-4466／E-mail：info@iij.ad.jp

グローバル・トレンド

【申込締切】

（周辺機器含む）
あたり
POS 1セット
・初期費用：150,000円～
・月額費用：5,000円～

シンガポールの
個人情報保護法

【価格】

Firefox OS

大野 修

ては ――
１ 個人情報保護ポリシーの構
築・実施・苦情処理体制の
構築・実施。
２ 従業員へのポリシー伝達。
３ 個人情報保護責任者の設置・
公表。
ＰＤＰＡを遵守するには、一名
以上の個人情報保護責任者を選
任し、責任者のビジネス上の連絡
先を公表しなければなりません。
責任者の個人名を公表する必要
はなく、シンガポールに常駐して
いる必要もありませんが、ビジネ
ス上の連絡先はシンガポールの電
話番号で、シンガポールの営業時
間内に連絡がつくことが求められ
ています。
すでに個人情報保護法を適応
している日本企業にとって、
ＰＤ
ＰＡ施行によりむずかしい対応
を迫られることはないでしょう
が、まだ 施行されて 間もないこ
とから、今後も 情報収集を 続け
ていくことが重要です。
●
本キャンペーンでは、
ファミリーセールや特設会場など、常設店舗以外での出店の際に、
タブレット POS とモバイルクレジット機能を備えた機器一式を安価に利用できます。

第三のスマホ OSと

IIJ Global Solutions Singapore Pte. Ltd
Managing Director

守ることです。この個人と会社
双方の権利・利益をバランスよ
く 保 護することを 目 指して、
Ｐ
ＤＰＡは成立しました。
ＰＤＰＡは 全ての 会社を 適用
対象として、ポリシーの策定や保
護責任者の設置などを義務化す
るなど、管理面は日本の個人情報
保護法よりも厳しい規定となっ
ています。他方、ビジネス上の連
絡先（会社の名刺情報など）は適
用範囲外であったりするので、日
本の個人情報保護法よりも実質
的には融通が利く内容になって
います。これはビジネスのしやす
さを維持したいシンガポールなら
ではの規定だと思います。
ＰＤＰＡでは 個人情報の 具体
フルネーム、
ＮＲＩＣ番
例として、
号（就労ＶＩＳＡ）
、パスポート番
号、写 真・映 像、メールアドレス、
指紋、
ＤＮＡ情報、住所、自宅およ
び個人所有の電話番号などが挙
げられます。
実際に各社が行なうこととし

「 IIJ GIO POSサービス」
催事・イベント用プラン キャンペーン

インターネット・トリビア
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堂前 清隆
皆さんがお持ちのスマートフォン、たくさんのメーカから様々

のをうまく活用して作られています。これは iOS のように、アプ

な機種が発売されていますが、そのなかに入っているソフトウェ

リ開発のために新しいプログラミング言語まで開発してしまうよ

ア「OS」の種類は多くありません。Apple が開発する「iOS」

うなやり方とは、ずいぶん異なります。

と、Google が開発する「Android」です。

また、FirefoxOS のもう一つの特徴として「小回りの良さ」が

Apple 社はソフトウェアの開発とスマートフォン本体の開発を

挙げられます。iOS や Android は競い合うように多機能化が進

セットで行なっており、iPhone とタブレットの iPad でのみ iOS

んだため、高い処理能力や大きなメモリを必要となります。一

を利用できます。一方の Google は、開発した Android を様々

方、FirefoxOS はスリムな構造をしているため、それほど高い処

なメーカに 提 供し、一 部 改 変も認 めています。このため、 理能力は要りません。そのため、新興国で発売される低価格の

Android を搭載したスマートフォンのなかには、見た目がずいぶ
んと変わっているものもあります。
現在、世界のスマートフォンはこの 2 種類の OS が大きなシェ

スマートフォンの OS として使われることもあります。
さらに、小回りの良さは、Firefox OS の用途をスマートフォン以
外に広げることにもつながっています。その一つがネット家電です。

アを占めていますが、そこに新しい風を吹き込もうとしている陣営

ネット家電は、インターネットと連動するといっても、あくまで

がいくつかあります。こうした「第三のスマホ OS」を目指してい

家電の部分がメインです。ですから、インターネット連動部分

る陣営のなかで、注目を浴びているのが「FirefoxOS」です。

にあまり大きなコストを割けず、安価なコンピュータしか搭載で

FirefoxOS のスマートフォンの見た目は、他のスマートフォンと

きません。従来はそういった「組み込み」用に特化された OS

変わりありません。大きなタッチパネル付きの液晶があり、そこ

が使われていたのですが、こうした OS は柔軟な通信や見た目

にはアプリのアイコンが並んでいます。Twitter や LINE のアプ

の良い画面を作るのが苦手でした。そこで、組み込み OS に代

リもあり、その点では他のスマートフォンと同様です。

わり、比較的小回りのきく FirefoxOS を使おうという動きが進ん

では、FirefoxOS は iOS や Android と何が 違うかというと、 でいるのです。
アプリを開発するためのプログラミング言語が異なります。

Firefox というと、パソコンで使う WEB ブラウザを思い浮か

先ほど紹介したとおり、FirefoxOS には「すでに普及した技
術」である JavaScript や HTML が使われています。そして、も

べる方もいらっしゃると思います。その連想は間違いではなく、 とになっているのは WEB ブラウザですので、通信は得意です

FirefoxOS は、WEB ブラウザの Firefox の機能をもとに作られ

し、見た目の良い画面を作ることにも長けています。

ています。そのため、スマホのアプリも、WEB ブラウザで見る

このように、パソコンやスマホから離れた機器に HTML のよ

印刷／株式会社興陽館 印刷事業部

コンテンツと同じように、JavaScript と HTML5 を使って開発し

うな WEB 技術を持ち込むことを WoT（WEB of Things）と呼

◎IIJ.newsのバックナンバーをご覧いただけます。

ます。また、アプリ開発時に動作テストを行なうためのツール

ぶこともあります。

表紙イラスト／末房志野
デザイン／榊原健祐（Iroha Design）

URL：http://www.iij.ad.jp/iijnews/
◎ IIJ.news 表紙のデザインを壁紙としてダウンロード
いただけます。ダウンロードしたいサイズをクリックいた

も、WEB ブラウザである Firefox に組み込んで使います。
このように、FirefoxOS は、ある程度普及し、標準化されたも

FirefoxOS は、単にスマホの OS だけでなく幅広い展開を視
野に入れて開発されています。●

だき、ぜひご利用ください。

URL：http://www.iij.ad.jp/news/iijnews/wp/
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