
ハイブリッド・クラウドへの
対応準備

ビジネスニーズに着目することで、アプリケーションを市場投入するまでの期間を短縮し、 
俊敏性に優れたアプリケーション開発を強化します。
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未来像になるだろうと
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予測しています。 3
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業界の戦略的取り組み
クラウド ・ コンピューティングに関する議論はもはや、 アプリケーションをオンプレミスとパ
ブリック・クラウドのどちらでホスティングするかという単純な問題ではなくなってきています。
Microsoft と 451 Research による最近の調査では、 全企業の 3 分の 1 が現在 4 社以上のクラ
ウド・プロバイダーと契約していることが分かりました（図 1 を参照）。1 一方、 IDC による別の調
査では、現行環境の実用性を長期間維持するために、必要に応じてテクノロジーやプロセスを調
整している先見性の高い企業がごくわずかであることも分かっています。2 にもかかわらず、多く
の調査では未だにハイブリッド・クラウドが必然的であることを示しており、2020 年までにハイ
ブリッド・クラウドを採用する IT 企業は 90% に達し、 ハイブリッド・クラウドが競争力を持つあ
らゆる企業にとっての未来像になるだろうと Gartner は予測しています。 3

しかし、そもそもハイブリッド・クラウド戦略とは何でしょうか？ 企業がこれまで投資してきたア
プリケーションやオンプレミス・インフラストラクチャーを無駄にせずに、クラウドベースのサー
ビスを最適に活用するにはどうしたらいいでしょうか？ これこそまさに、多くの CIO を悩ませてい
る問題です。 つまり、 ビジネスの俊敏性とコスト効率のバランスを取って競争優位性を維持する
ことは、そう簡単ではないのです。

ビジネス要因と期待される成果
Forrester は、パブリック・クラウド・サービスと企業のプライベート・クラウド・インフラストラク
チャーの統合には、企業にとって、選択肢、柔軟性、イノベーションの利用といったメリットがある
と報告しています。 ハイブリッド・クラウドのユーザーは、コスト効率、IT リソース / データ管理の
容易さ、セキュリティー、拡張性といったメリットが得られます。4 また、Gartner の調査では、 「IT
リーダーは何もかもをクラウドサービスに移行すべきではなく、 また市場が落ち着くまで待って
いるべきでもない。 賢明なデータセンター戦略には、正しい根拠と適切なタイミングで双方の長
所を組み込むべきである」 と推奨しています。5

ハイブリッド・クラウドに期待される成果を達成するには、発想の転換が不可欠です。 IT 部門は、
「インフラストラクチャー ・アップ」型のアプローチから「アプリケーション・ダウン」型のモデルに
移行する必要があります。 混合型のクラウド環境を最大限に活用するには、物理的な場所をビジ
ネスニーズから切り離し、各ビジネスニーズ主体でインフラストラクチャーの提供元を決定でき
るようにします。

ビジネス概要
データセンター
クラウド
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成功しているハイブリッド・クラウド戦略の 
主な特徴
最適なハイブリッド・クラウド戦略には、主に次のような要素があります。

•  インフラストラクチャー重視から、事業部門やアプリケーションのニー
ズ重視に移行する

•  各ワークロードを適切な場所に配置し、 ハイブリッド・ワークロード
の配置を最適化する

•  クラウド専用アプリケーションの作成に必要なスキルをアプリケー
ション開発者に提供する

これらの要素を組み合わせると、 パブリック・インフラストラクチャー
とプライベート・インフラストラクチャーで複数のクラウドを利用し、
ビジネスのスピードと俊敏性を高めることのできる「Anything as a 
Service」（XaaS）環境がサポートされます（図 2 を参照）。

事業部門のニーズを重視

ハイブリッド・クラウド戦略は、製造や販売から製品開発にいたるまで、
あらゆる事業部門を網羅していなければなりません。 事業領域に関係
なく、その戦略は、ガバナンス、アプリケーション・タイプ、Platform as 
a Service（PaaS）、 Infrastructure as a Service（IaaS） の諸要件に
対応する必要があります。 クラウド非対応のレガシー ・アプリケーション
もいくつかは使い続けざるを得ないため、 仮想化されたクラウド専用
アプリケーションとこれらのレガシー ・アプリケーションを共存させる
ことが求められます。

アプリケーション・ダウンの観点からアプリケーションのコストを検討
することも重要です。 アプリケーションのコストと必要な機能とのバラン
スを取ることで、そのアプリケーションがビジネスに最大限の価値をも
たらすかどうかを確認できます。 徹底的なアプリケーション合理化プロ
セスは、不要なアプリケーションをポートフォリオから除外したり、クラ
ウド内のより低コストな機能階層に不要なアプリケーションをリファク
タリングするのに役立ちます。

ハイブリッド・クラウド向けにワークロードの配置を最適化

Forrester によると、ワークロード構成の最適化を積極的に行っていな
い企業も 50% 未満ほど存在し、ハイブリッド・クラウドのメリットを最
大限に活かせていないと考えられています。5 インフラストラクチャー
から抽象化され、ビジネス価値を提供するアプリケーションかどうかを
体系的に判別できるクラウド対応アプリケーション・スタックを用いれ
ば、ハイブリッド・クラウド環境の適切な活用が可能になります。 セキュ
リティー要件の厳しいアプリケーションや、社内専用アプリケーション
など、プライベート・クラウド内でホスティングされるアプリケーション
もあります。 それ以外のアプリケーションについては、 プロバイダーの
長所やアプリケーションのニーズに応じて、さまざまなパブリック・サー
ビス・プロバイダーと契約を結ぶことができます。 ハイブリッド・クラウ
ドのワークロード配置の詳細については、ホワイトペーパー「パブリック・
クラウド、ハイブリッド・クラウド、プライベート・クラウドへの最適なワー
クロードの配置」 を参照してください。

例えば、 ID 管理機能とセキュリティー機能に優れたプロバイダーもい
れば、 Container as a Service（CaaS）機能に優れたプロバイダーも
います。 クラウド・プロバイダーが新しいテクノロジーを導入したら、企
業は事業部門のニーズへの対応適性に基づいて、 アプリケーションを
プライベート・クラウドからパブリック・クラウドに移行したり、 現行の
パブリック・プロバイダーから別のプロバイダーに移行することができ
ます。 適切なワークロードを適切な場所に適切なタイミングで配置す
ることで、 企業全体のクラウドの価値を最大限に高めることが可能に
なります。

クラウドに特化したスキルの育成

クラウド専用アプリケーションは、回復性の高さによってビジネス価値
を提供します。こうした回復性は、インフラストラクチャーからアプリケー
ションを抽象化することで実現されます。 クラウド専用アプリケーション
の開発を追求することで、稼動率を高め、災害復旧機能を強化できます。
クラウド専用アプリケーションは、 セキュリティー ・ニーズへの対応適
性が高いという特長もあります。

さまざまなプライベート / パブリック・クラウド・インフラストラクチャー
上への導入が可能なクラウド専用アプリケーションの開発にあたり、
アプリケーション開発者は次に挙げるさまざまな重要スキルを学ぶ必
要があります。

図1. ハイブリッド・クラウドの採用率は増えているものの、 最大限に活
用する方法を理解している企業は少ない。

図2. 優れた業績を挙げている企業は、 ビジネスのスピードと俊敏性を
高めるアプリケーション・プラットフォームを利用して、インフラストラク
チャー重視のクラウド戦略からアプリケーションやビジネス上のニーズ
を重視した戦略に移行している。
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https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/enterprise-cloud-computing/optimal-workload-placement-for-public-hybrid-and-private-clouds-white-paper.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/enterprise-cloud-computing/optimal-workload-placement-for-public-hybrid-and-private-clouds-white-paper.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/enterprise-cloud-computing/optimal-workload-placement-for-public-hybrid-and-private-clouds-white-paper.html
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•  ハイブリッド・クラウドのセキュリティーとコンプライアンスに関する
制御の実装

•  ソフトウェア ・ デファインド ・ インフラストラクチャー（SDI） に関す
るコードの記述。 これには、 独自開発のソリューションとオープン
ソース・ソリューション、統合、すべてのリソース （ネットワーク、スト
レージ、 コンピューティング、 ハイパーバイザー、 コンテナーなど） の
オーケストレーションに関する専門知識が含まれます。

•  パブリック・クラウド・サービスの仲介（設計、統合、サポートなど）

•  最新のアプリケーション開発言語、クラウド専用アプリケーションの
開発手法（ステートレス・アプリケーション、 コンテナー化技術の利
用など）、継続的統合 / 継続的提供（CI/CD） の熟達

•  ビッグデータ・スキル （インメモリー ・データベースの処理、高度分析
など） の向上

 

インテルIT部門：ハイブリッド・クラウドの本稼動
インテル IT 部門はクラウド・コンピューティングに精通して
おり、 2010 年には社内プライベート・クラウドを構築するこ
とで、俊敏性と拡張性を高めるとともに、大幅なコスト削減も
実現しました。 インテル IT 部門はこれまで 7 年にわたり、プラ
イベート・クラウドとパブリック・クラウドのリソースを戦略的
に利用してインテルのアプリケーション所有者に選択肢と柔
軟性を提供し、所有者がハイレベルのパフォーマンス、俊敏性、
拡張性、効率性を実現できるよう支援してきました。

インテル IT 部門では、インフラストラクチャーからアプリケー
ションを抽象化するクラウド戦略を考案しました。 アプリケー
ション・プラットフォームを使用すると、 最適な価値をもたら
す場所でアプリケーションを実行することができます。 この
戦略には、 インテルのアプリケーション開発者に対するクラ
ウド専用アプリケーションの作成方法のトレーニングも含
まれています。 インテルの事業部門は続々とインテル IT 部門
のアプリケーション・プラットフォームを採用しており、 アプ
リケーション・プラットフォーム上でホストされるアプリケー
ション・インスタンスの数は、わずか2年でほぼゼロから3,500
以上にまで増えました。6 また、 Database as a Service イン
スタンスも同様の拡大を見せています。 急速な成熟を続ける
インテル IT 部門のアプリケーション・スタックは今後、ハイブ
リッド・クラウド環境を存分に活用できるようになります。

 

変革を実現
インテルは、競争が激しく革新的な今日のビジネス環境を生き抜くには、
俊敏性と多様性が決め手であり、 これらを実現するにはハイブリッド・
クラウドへの効果的な投資が必要であると考えています。 インテルの
ワークロードの配置決定フレームワークは、どのソリューションがビジ
ネスやテクノロジーのニーズに最も適しているかを判断するうえで役
立ちます。 最新のクラウド対応ソリューションを導入する準備ができた
ら、インテル® クラウド・ビルダーズにアクセスしてみてください。 これは、

技術的な障壁の低減とイノベーションの促進に役立つコラボレーション
環境であり、 企業やクラウド・サービス・プロバイダーが導入しやすい
完全に最適化されたインフラストラクチャーをベースにクラウドを構
築することができます。

社内でハイブリッド・クラウドが行き詰まることを防ぎ、 より短期間で
市場化するには、 インテル® Select ソリューションをご検討ください。
これは、最適化された導入しやすいインフラストラクチャーを提供する
インテルの新しいソリューションであり、導入から価値実現までの所要
時間を短縮することができます。 このソリューションには、 事前定義さ
れた設定とシステム規模の調整機能が備わっており、特定のワークロー
ドに対して最適に動作するように設計およびベンチマーキングされて
います。 インテルは現在、ハイブリッド・クラウド向けに 2 つのインテル® 
Select ソリューションを提供しています。

•  Microsoft* Azure* Stack は、 Azure* パブリック・クラウド・サービ
スをオンプレミスのプライベート環境に提供します。 Azure* Stack
を利用すると、 社内のデータセンターから Azure* サービスを提供で
きると同時に、柔軟性と制御との適切なバランスを実現できます。 こ
れにより、真に一貫したハイブリッド・クラウド導入が可能になります。

•  VMware Cloud Foundation*（VCF*） は、 プライベート環境とパブ
リック環境の両方でエンタープライズ・アプリケーションを実行する
ための統合クラウド・インフラストラクチャー（コンピューティング、
ストレージ、 ネットワーキング、 セキュリティー） とクラウド管理サー
ビスを提供します。

Powered by Intel® Cloud Technology プログラムは、 インテル® プ
ロセッサー向けに最適化を行っているクラウド・サービス・プロバイダー
が開発した幅広いサービスの中から顧客が選択できるプログラムです。
その結果が、 膨大なデータ量のワークロードも処理できる能力と機能
を備えた、俊敏性と拡張性に優れたクラウドです。 社内のデータセンター
で動作するテクノロジーがパブリック・クラウドでも動作すると分かれ
ば、自信を持ってクラウド専用アプリケーションを導入することができ
ます。

インテルは、パフォーマンスが高く、電力効率と可用性、セキュリティー
に優れたクラウド環境の動力源となる基盤テクノロジーの開発によっ
て、ハイブリッド・クラウド・サービスの提供を簡素化できるよう取り組ん
でいます。 インテルは、 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
搭載プラットフォーム、 インテル® Optane ™ テクノロジー、 インテル® 
Omni-Path アーキテクチャー（インテル® OPA） などの最新イノベー
ションを利用するクラウド・コンピューティング・ソリューションを促進
するために、他の業界のリーダーとも緊密に協力しています。 インテル® 
Cloud for All やインテル® クラウド ・ ファインダーなどのイニシアチ
ブは、クラウドに幅広いワークロードを容易に導入できるよう支援して
います。 また、インテルは SDI によって仮想化を個々のサーバーからデー
タセンター全体にまで拡張して、 スケーラブルなハイブリッド・クラウ
ドを導入しやすくしています。

ソリューションのまとめ
クラウド専用の開発手法とアプリケーション・プラットフォームを使用
してインフラストラクチャーからアプリケーションを抽象化することに
よって、ビジネスのスピード、柔軟性、俊敏性が高まります。 インフラス
トラクチャーではなく、 ビジネスとアプリケーションのニーズに焦点を
当てたハイブリッド・クラウド戦略は、一貫性のあるユーザー体験とワー
クロードの的確な配置によって、すべての事業部門に最適なビジネス価
値をもたらします。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/optimal-workload-cloud-infographic.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/intel-select-solutions-overview.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/intel-s-cloud-computing-vision.html
https://newsroom.intel.com/news-releases/intel-announces-cloud-for-all-initiative-to-deliver-benefits-of-the-cloud-to-more-businesses/
https://newsroom.intel.com/news-releases/intel-announces-cloud-for-all-initiative-to-deliver-benefits-of-the-cloud-to-more-businesses/
https://www.intelcloudfinder.com/cloud-provider-search
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関連情報
•  最適なワークロードでハイブリッド・クラウドを最大限に活

用する方法については、ホワイトペーパー「最適なクラウド・
ワークロード配置戦略」 を参照してください。

•  最適なワークロード配置に関するポッドキャスト （英語） を
聴いて、ハイブリッド・クラウドに関する疑問への回答をご確
認ください。

•  クラウドでイノベーションを推進する方法の全体像につい
ては、http://www.intel.co.jp/cloud/ を参照してください。

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=52044
http://www.information-age.com/organisations-multi-cloud-strategy-urgently-123468682/
http://www.information-age.com/organisations-multi-cloud-strategy-urgently-123468682/
https://www.gartner.com/newsroom/id/3666917
https://img03.en25.com/Web/IntelCorporation/%7B0eb71263-a421-4037-8993-f6efd8aa7a63%7D_Intel_Hybrid_Cloud_TLP-_FINAL%5b1%5d.pdf?elqTrackId=9741563bc44949e19064e914bca5b647&elqaid=16317&elqat=2
https://img03.en25.com/Web/IntelCorporation/%7B0eb71263-a421-4037-8993-f6efd8aa7a63%7D_Intel_Hybrid_Cloud_TLP-_FINAL%5b1%5d.pdf?elqTrackId=9741563bc44949e19064e914bca5b647&elqaid=16317&elqat=2
https://www.io.com/colocation-gartner-enterprise-multicloud/
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/intel-its-multi-cloud-strategy-is-focused-on-the-business-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/intel-its-multi-cloud-strategy-is-focused-on-the-business-paper.html
http://www.intel.co.jp/
http://www.intel.co.jp/
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/enterprise-cloud-computing/optimal-workload-placement-for-public-hybrid-and-private-clouds-white-paper.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/enterprise-cloud-computing/optimal-workload-placement-for-public-hybrid-and-private-clouds-white-paper.html
http://connectedsocialmedia.com/16237/inside-it-the-business-focus-of-intel-its-multi-cloud-strategy/
http://www.intel.co.jp/cloud/

