
2025 年の崖を飛び越えろ！
これから　    　のビジネスを支える
モダン IT プラットフォームを考える

10 年



 「2025 年の崖」とクラウドによる
データ活用の可能性

AI：最近「2025 年の崖」と言われるように、デジタル
トランスフォーメーションに向けてシステムのモダン化が
必要と盛んに叫ばれていますが、現在の IT プラットフォー
ムを巡る状況についてどのようにお考えでしょうか？

中村氏：大手製造業であっても、昔現場で作った COBOL
のレガシーシステムがまだ稼働しているというお話はよく
聞きます。モダン化のために作り直したいというご相談は
よく頂きますが、設計書も残っておらず、作り直そうとす
ると多大な時間と費用が必要になってしまいます。そこま
での費用は捻出できないということで、塩漬けにされてい
るケースが多いですね。作り直すところまでは行かなくて
も、そこに格納されているデータだけでもアプリケーショ
ンから利用できるようになれば、多くの問題が解決するの
ではないかと思います。

玉井氏：COBOL で実装されたようなレガシーシステムの
データを上手く取り出しながら、必要な処理をクラウド側
で行うという発想もモダナイゼーションに含まれるのでは
ないかと思います。

AI：「2025 年の崖」でもデータ活用がキーワードになっ
ていますが、 データをより活用していくために、クラウド
の柔軟性を活かそうということですね。具体的にはクラウ
ドを使うことでどのような可能性が広がるのでしょうか？

玉井氏：例えば、クラウドのスケーラブルなコンピューティ
ング環境を活かして、多種多様なデータを使ってディープ
ラーニングで学習させるといったユースケースが今後増え
ると思います、また、製造業における工場での歩留まり状
況や、小売業におけるお客様情報等をセキュアな場所に保
管し、AI や BI ツールを活用しマーケティング活動やサー
ビス開発に活かすこともできます。

中村氏：グローバル企業など、複数の拠点を持つ企業に
とっては、システムの運用管理を集約できるというメリッ

デジタルにより従来の価値や関係が再構成され、新しい価値、新しい関係が生まれつつあるデジタル変革の時代、ビジネス
のあり方も従来のままで良いわけがない。ポスト 2020 年という新しい 10 年を勝ち抜くためには、従来とは違うビジネ
スのあり方を考えなくてはいけない。そして世の中が変わり、ビジネスのあり方が変わりつつある中で IT プラットフォーム
も同様に変革を求められている。しかし新しいビジネスを支えるモダンな IT プラットフォームとは何か？本記事では NTT
スマートコネクト、テクノプロ、ネットアップの 6 人のプロフェッショナルに集まっていただき、今企業が直面する変化や
課題解決へのアプローチ、そしてその先にある可能性を語ってもらった。

トがあります。例えばセンサーデータの取得など、工場で
の IoT の整備を例に取ると、各拠点でシステムを構築する
と巨額の費用が掛かりますし、それぞれにシステム管理者
を用意する必要があります。それがクラウドになれば、国
内の一拠点からシステム管理ができるので、大きなコスト
ダウンになります。ただ、やはり秘匿性の高いデータをど
うセキュアに扱えるようにするのかといった懸念は聞かれ
ますね。

クラウドへの懸念と、
ハイブリッドクラウドという選択肢

AI： 先程、クラウドに対するお客様の懸念というお話があ
りましたが、クラウドによるデータ活用にはどのような課
題が存在しているのでしょうか？

秋田氏：一般的にクラウドというと、AWS、Azure、
GCP などのいわゆるメガクラウドをイメージするのでは
ないかと思います。それらのインフラ部分のセキュリティ
は非常に強固ですが、ユーザーが利用する部分について
は、お客様自身が適切に設定する必要があります。設定漏
れがあると、情報漏えいインシデントを引き起こしかねま
せん。また、それらメガクラウドは基本的にインターネッ
トからの利用を前提としています。先ほど話にでた工場の
センサー・画像データや小売の個人情報など、秘匿性の高
い情報をインターネットに流したくないというお客様は多
いです。

玉井氏：直ちに国内に影響があるわけではありませんが、
アメリカを始め海外での法整備に不安を持たれているお客
様も多いと思います。メガクラウドのメリットを活かしつ
つも、データはできるだけ自分の手元において管理して、
アクセス網も含めたセキュアな環境を構築したいという
ニーズが高まっています。つまり、プライベートとハイパー
スケールの良いところを合わせた、ハイブリッドクラウド
のアプローチが重要になってきます。言い換えれば、アプ
リケーションとデータをそれぞれ最適な場所に配置すると
いう発想です。



次世代の IT プラットフォーム戦略の
鍵を握る「データファブリック」コン
セプト

AI：クラウドによるデータ活用の鍵を握るのは、アプリケー
ションとデータの最適配置ということですね。具体的には、
どのようなアプローチが考えられるのでしょうか。

真柳氏：クラウドにデータを移行したら、逆にサイロ化し
てデータ活用がうまくいかなかった、という話もよく聞き
ます。また一度パブリッククラウドにデータを置くと、そ
こからデータを取り出すにはコストが掛かりますし、別の

場所でデータを利用したい時にも手間がかかります。 ク
ラウドのスケーラビリティや従量課金といったメリットを
活かすはずが、逆に呪縛となる場合もあるのです。デー
タの利活用を成功させるために重要なのは、データの可搬
性を確保することです。言い換えれば、どこにデータが存
在しても、同じ管理手法で自由自在に連携、移動、活用で
きる仕組みであるべきということです。ネットアップで
は、このコンセプトをデータファブリックと呼んでいます。
ONTAP や StorageGRID を始めとするストレージ製品、
ハイパーコンバージドインフラなども、このデータファブ
リックのコンセプトをベースに製品開発を行っています。

AI： データの本体は一番安全なところに置いて、必要なも
のだけを、クラウドもオンプレミスも含めて最適な場所に
移して使えばいいという考えですね。

真柳氏：はい。データ本体は、高性能、高機能を兼ね備え
た堅牢な製品に集約していただいてお使いいただくのが良
いかと思います。またクラウドに移行したいのであれば、
クラウド上にもネットアップのストレージ技術が活かせる
製品を揃えておりますので、効率的にデータ連携すること
もできます。ネットアップでは、お客様のニーズに合わせ
て、オンプレミスやクラウド上でデータを一番最適な場所
に配置できるように様々なサービスを提供しております。

ハイブリッドクラウド構築・運用の
課題を解決するために

AI：ハイブリッドクラウドには、運用管理が複雑になって
しまうという意見もあります。データの最適配置を実現す
る上で、ハードルを下げるためのソリューションはあるの
でしょうか？

玉井氏：そこで今年の二月に発表したソリューションが、
NTT スマートコネクト、テクノプロ、ネットアップの三
社合同による「セキュア・ハイブリッド / マルチクラウド
インテグレーション」です。



　具体的には、私たちが弊社のデータセンターで展開する
「スマートストレージ」と、閉域網経由で AWS・Azure・
GCP のマルチクラウドに接続できる「クラウド クロス 
コネクト」というサービスを組み合わせたものです。スマー
トストレージプライベートプランは、ストレージをお客様
専有でご利用いただけます。さらにネットアップの技術で
ある NetApp Private Storage for Cloud を組み合わせ
ることで、ストレージ上のデータを、インターネットを介
することなく、様々なマルチクラウドで処理することが可
能になります。つまり、必要なデータについてのみメガク
ラウドで高度な処理を行い、データ本体は安全な場所に置
いたままにしておくことができます。その際には、様々な
技術やクラウドの機能をインテグレーションする必要があ
りますが、そこでテクノプロが持つインテグレーションや
保守ノウハウが強みになります。

中村氏：テクノプロは１万４千人の技術者を抱え、国内で
は最大級の技術者の派遣サービスを行っている会社です。
多くの企業の情報システムや、IoT など製造業のシステム
を手がけた実績があります。ハイブリッドクラウドやマル
チプラットフォームに舵を切りたいけれど、様々な事情が
あってそこまで進めていないお客様も多いです。その中で、
私たちが持つ人材リソースを活用し、技術力の高いエンジ
ニアによる保守を提供できるという点では、お客様に大き
なメリットを提供できるのではないかと考えています。

AI：三社の持つ強みをうまく組み合わせたストレージサー
ビスということですね。データとアプリケーションの分離
という点で、類似のサービスや取り組みは存在しているの
でしょうか？

秋田氏：当社の提供範囲の『クラウド クロス コネク
ト』はお客様拠点からパブリッククラウドの IaaS と
PaaS(IoT や機械学習、サーバレス等のサービス ) までの
閉域 / 専用線ネットワークをワンストップで提供し、その
中で『スマートストレージ』はセキュアなデータ保管と柔
軟なインターフェース (SMB/NFS/RestAPI) を提供しま
す。これによってオンプレミスとパブリッククラウドなど
の様々なシステムへのセキュアなデータ流通が当社の強み
です。同様のコンセプトを掲げる会社は散見されますが、
当社のプラットフォームの特性と三社で実現するオンプレ
からプライベートクラウド・パブリッククラウドを一気通
貫したソリューションを提供できる事業者はひと握りでは
ないでしょうか。

中村氏：ユーザー企業について言えば、一部の先進大手企
業がようやく取り組み始めたばかりではないかと思いま
す。ある製造業の会社に本ソリューションをご紹介すると、

「今まさにこれをやろうとしていました」という反応があ
りました。他にも何社か同じような取り組みに着手した企
業があります。ハイブリッドクラウド型のデータ活用はこ
れから普及期に入っていくのではないかと思います。



ハイブリッドクラウド型の
データ活用の未来

AI：ここからは AI スタートアップの LeapMind 社にもご
参加いただきます。NTT スマートコネクト、テクノプロ、
ネットアップの三社プラットフォームの活用と連携イメー
ジについて、「セキュア・ハイブリッド / マルチクラウド
インテグレーション」の具体的なユースケースをお伺いで
きますか？

LeapMind 社：弊社はディープラーニングのスタートアッ
プベンチャーです。特徴としてはエッジのデバイス上で推
論が実行できる、軽量化したニューラルネットワークのモ

デルを提供しています。学習環境としてクラウドを使うの
ですが、その時に必要なデータセットをパブリッククラウ
ドに置くことに不安を感じるお客様も少なくありません。
例えば工場で取得したセンサーデータや画像データには、
各社のコア技術に関わるような秘匿性の高い情報が含まれ
ています。そこでアーカイブ先として、NTT スマートコ
ネクトのセキュアなストレージを使うことができれば、私
たちのお客様にとってもメリットになります。特に製造業
のようなセキュリティポリシーが厳しいケースでは非常に
有効だと考えています。日本は製造業が多いですが、大手
だけでなく中小規模の製造業でも、セキュアなプラット
フォームで、手軽にディープラーニングを実行できるよう
になると、私たちにとってもビジネスチャンスに繋がるの
ではないかと期待しています。

AI：こういったモデルが一つ世に出ると、様々な発展の可
能性が見えてきますね。LeapMind 社を含めた皆様に今
後の展開についてお伺いしたいのですが、セキュア・ハイ
ブリッド / マルチクラウドインテグレーションを提供する
側、そして利用する側として次のステップをどのように考
えていますか？

玉井氏：「セキュア・ハイブリッド / マルチクラウドイン
テグレーション」としてはデータ分析基盤としての活用展
開を考えています。弊社では、代表的な BI プラットフォー
ムである Tableau を活用したソリューションを提供して
いますが、お客さまの様々なデータを弊社データセンター

に集め、Tableau で可視化・分析するようなイメージです。
元のデータの場所はマルチクラウドであっても、エッジで
あっても構いません。「セキュア・ハイブリッド / マルチ
クラウドインテグレーション」を、分散配置された各種デー
タを集約し、可視化・分析するためのインフラとしても使
う選択肢が増えていくのではないかと思っています。また
LeapMind 社のようなユースケースにおいても、「AI によ
る学習結果を BI（Tableau）で可視化する」、「AI による
未来の予測結果を過去のデータと合わせて BI(Tableau)
で可視化する」といったセキュアな環境で AI と BI がシー
ムレスに連携できるプラットフォームサービスの展開も考
えていきます。



左から：
NTT スマートコネクト株式会社 クラウドビジネス部 アシスタントマネージャー 秋田 恭輔 氏
NTT スマートコネクト株式会社 クラウドビジネス部 シニアマネージャー 玉井 誠 氏
株式会社テクノプロ テクノプロ・IT 社 受託事業部 部長 中村 厚士 氏
株式会社テクノプロ テクノプロ・IT 社 受託事業部 課長 大下 健一 氏
ネットアップ合同会社 ソリューション技術本部 シニアソリューションエンジニア 真柳 健一 氏
ネットアップ合同会社 グローバル営業部 担当部長 今田 正治 氏 

中村氏：まだ先の話ですが、今回の「セキュア・ハイブ
リッド / マルチクラウドインテグレーション」×「Deep 
Learning」を進化させ、さらに学習データと RPA を組
み合わせて、業務の自動化に繋げたいと考えています。例
えば製造業における生産ラインの制御ですね。さらに先の
話ですが、基幹データとも連携して、基幹業務も自動化し
ていけると良いなと思っています。

LeapMind 社：実はその点については私たちも同じです。
例えば、製造業で、ディープラーニングを使って検品を行っ
ているとします。不良品と判定された場合、不良品を弾く
という物理的な指示をマシンに伝えなければいけません。
またその事実を基幹システムにデータ連携しないと、生産
管理などの大きなシステムで有効活用できないのではない
かと感じています。私たちにはできないインテグレーショ
ンの部分を、テクノプロや皆様のプラットフォームに期待
しています。

AI：最後に、これらの要望を踏まえた上で、ネットアップ
としての抱負をお聞かせください。

真柳氏：当社はデータマネージメントベンダーとして、ク
ラウドでもオンプレミスでもエッジでも一貫したアーキ
テクチャーと機能群により透過的なデータサービスを提
供しています。今回の取り組みのように、様々なロケー
ション、プラットフォーム間でデータを橋渡しする仕組み
を提供することで、エンドユーザー様やパートナー様のビ
ジネスに貢献していきたいというのが、私たちの思いで
す。さらに先の話をすると、データの可搬性の次に目指
すところとしては、アプリケーションの可搬性です。クラ
ウドでもエッジでも NTT スマートコネクトのデータセン
ターでも、リソース配置先や実行環境を意識せず、アプリ
ケーションを透過的に利用できることがデータファブリッ
クの次のステージだと考えております。ネットアップでは
Kubernetes のような可搬性が求められるような分野にお
いても積極的に取り組んでおります。Cloud Central とい
うポータルサイトは、オンプレミスからクラウドまで一気
通貫でワークロードを制御するためのダッシュボードを提
供しており、さまざまなクラウドデータサービスをローンチ
しております。DX 時代の新たなハイブリッドクラウドデー
タマネージメントに対して、ネットアップがどうやってどう
貢献できるか？が今後のテーマと考えています。

AI：本日はありがとうございました。


