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ハイブリッドクラウドの多様性
～クラウドコンピューティングによるIT基盤の最適化～

1.  はじめに

特集1

概要
　ハイブリッドクラウドは、2つ以上のクラウドから構成されるクラウド基盤と定義されるが、企業情報システムが

クラウドだけで完結することはない。本稿では、定義を拡大し、少なくとも1つ以上のクラウドを含む2つ以上の

サービスから構成される基盤全てと捉えることとする。

　従来、企業は設備の所有が前提であり、そのため投資リスクを保有していた。ところが、仮想化技術によって、

パブリッククラウドだけでなく企業内においても、短期のビジネスに合わせた設備の利用が可能となった。現在

は、オンプレミスに加え、パブリック、プライベートなどのクラウドによってIT基盤市場は多様化している。

　IT基盤の選択の拡大によってビジネスへの最適化を実現できる。クラウドの利点とオンプレミスの利点をそれ

ぞれ活かし、様々なシステムがつながる複合的（ハイブリッド）な環境を志向すべきである。その環境では、ITの

ガバナンスを維持するためサービスマネジメントの共通化が重要となるはずである。

　本稿では、ハイブリッドクラウドが生むメリットとその可能性について論じる。
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1.1  クラウドだけで企業のシステムは成り立つか
　クラウドコンピューティング（以下クラウド）の適用領域は、

クラウドの特色である時間利用やスケールアウトなど利用シーン

とともに例示される。しかし現実の適用に際しては、セキュリ

ティ要件や既存システムの運用要件などとの不適合が発生す

るケースも多い。

　現時点のクラウドは万能ではない。新しい技術は、従来の技

術との相互補完、既存システムとの連携、移行を通して普及し

ていくはずである。クラウドの利点とオンプレミスの利点をそ

3.1  多様化の推進と懸念はオープン化以来の課題
　局所最適化した ITリソースの組み合わせに対する懸念はある

だろう。例えば「連携できないシステムが林立する」、「セキュリ

ティが保てない」、「複雑でマネジメント不能になる」といった IT

のガバナンスに関わる課題が想定される。これらは、クラウドに

限定された課題ではなく、オープン化によって多様性を推進した

現在のITに共通した課題である。

　システム間連携に関しては、クラウド間の相互運用の標準化

も検討されている。しかしクラウド上で稼働するシステムの相互

接続性、相互運用性の点では、クラウドは新しい技術ではない。

従来のEAIやSOAといった手法、ファイル連携やDB連携といっ

たデータ共有の方式、ブロードバンドネットワークなどが適用可

能である。

　例えば、ITリソース選定の際にオンプレミスとの相互運用に

必要な「セキュアなネットワークアクセスの提供」や「遠隔から

のデータ操作のためのWebサービスの提供」などが具体的な要

件となる。

　セキュリティや ITマネジメントに関する懸念もIT全般の課題で

あるが、多様性を許容したハイブリッドクラウドではその重要性

は増す。変化に対応できる管理フレームワークと改善プロセスの

導入が必要である。

3.2  サービスマネジメントの共通化による
　　   IT管理の統合
　ハイブリッドクラウドにおけるITマネジメントは、IT管理の

潮流でもあるITSM（2）やITIL（3）で示されるところのサービス

マネジメントが適していると考える。

　ハイブリッドクラウドは、クラウド事業者から ITリソースを

一定の仕様とSLAを持つサービスとして調達し、自社の所有す

る設備と組み合わせた統合サービスとして利用者に提供する。こ

の時、最終利用者にはリソースの所在は問題ではない。最終利

用者に提供すべきサービスレベルを管理するサービスマネジメ

ントを構築することが必要である。

　例えば「コストを削減するためにパブリッククラウドを利用

するが、自社設備でないため問題発生時に即時での検知がで

きない」といったことがあるだろう。この場合、クラウドサービ

スのサービスレベルと最終利用者に対するサービスレベルを

元に、「クレーム発生時のエスカレーションの指標・体制や代

3.  ハイブリッドクラウドの実現に向けて

れぞれ活かした複合的（ハイブリッド）な IT環境を志向すべき

ではないだろうか。

　NIST（1）では、ハイブリッドクラウドを「２つ以上のクラウド

から構成されるクラウド基盤である。」と定義している[1]。し

かし、企業情報システムの全てがクラウドで完結することはな

い。クラウド同士だけでなく、既存システムなどクラウド以外

との連携が発生する。

　本稿では、NISTの定義を拡張し「ハイブリッドクラウドと

は、少なくとも1つ以上のクラウドを含む２つ以上のサービス

から構成される基盤全てを指す。」と捉えることで、適用領域

を拡大し、利活用の局面について考察する。

替手段の実行プロセスを設計する」といったことが考えられる。

　ただし、クラウドサービスは予めサービスに仕立上げられて

いるため、例えばエンタープライズ向けサービスが最終利用者

に提供するサービスへの適合性が高い場合、マネジメントの負

担は決して重くはないだろう。また、クラウドサービス導入に

よる個々のマネジメントの軽減もリソース選択の要素である。

　業務アプリケーションの仕様もクラウドサービスの仕様も

様々である。しかしビジネス要件に応じた個々のサービスの戦

略・設計・移行・運用から継続的改善の管理フレームワークを

共通化し、一つのサービスカタログに収めることで ITのガバ

ナンスが維持できるだろう。

　サービスマネジメントは決して新しい概念ではないが、今後も

様々なサービスやプロダクトが開発されるであろう。複合化が進

むITにはサービスマネジメントの共通化が、より重要となる。

　インテックは、アウトソーシングサービス事業、ネットワークサー

ビス事業を営んでいるITサービスのプロフェッショナルであり、

ITSMS（4）、ISMS（5）といった認証を受けた高品位のサービス

を提供している。またオンプレミス型のお客様に向けては、仮想化

による統合IT基盤のエンジニアリングサービスを提供している。

　２０１０年３月にはエンタープライズ向けクラウドサービス

EINS/SPSの提供を開始した。オンプレミス型設備のアウト

ソーシングとエンタープライズ向けクラウドの複合型、所有型

クラウドとパブリックサービスの複合型など、ハイブリッドクラ

ウドを構築、提供するサービスを拡充している。

　さらに統合に当たって懸念となるセキュリティに関する専門

サービスを持ち、その他の様々なアプリケーションサービス、プ

ロダクトがある。個々のお客様のシステムの規模や環境、運用課

題などにより異なる要件に対し、最適なソリューションを組み立

て、システムインテグレーションをサービスインテグレーション

へと拡張し、クラウド時代の総合的なソリューションを提供する。

5. おわりに
　クラウドが注目され始めてからほぼ一年が経過し、情報収集

から具体的な導入検討と共に、冷静な評価が下される時期に

入っている。

　クラウドは景気の低迷も相まってコスト削減の手法として捉

えられている側面が大きい。この効果はケースバイケースであ

る。特にシステム全体をクラウド化する場合では、コストや制

限事項など、期待と異なることが多いため幻滅感が拡がる可

能性があるだろう。

　確かに現時点ではクラウドは企業情報システムのすべてを置き

換えるほど万能ではない。しかし、クラウドがもたらす効果はコ

スト削減だけではない。システム構築時の ITリソースの選択肢

の拡大による IT基盤の最適化といったメリットは、今までには

ない価値を生む大きな変化である。また ITベンダ各社はクラウ

ドへのシフトを強めており、クラウドは更なる進化が期待できる。

　IT環境は依然として複雑であるが、適用の場面は増加して

いる。ITの利活用の拡大に対応するには、サービスマネジメン

トを整備した上で、局所最適であってもクラウドが生むメリッ

トを積極的に享受する方向が良いと考える。その結果、企業の

IT基盤のハイブリッド化は進むであろう。

　クラウドを含め、インテックはSIerとして、最適なサービスや

ソリューションのインテグレーションを提供する。

参考文献

[１] Peter Mell and Tim Grance, The NIST Definition of Cloud

      Computing Version 15, 10-7-09, National Institute of 

      Standards and Technology, Information Technology 

      Laboratory.

図1  ハイブリッドクラウドの定義

森田　聡子
MORITA Akiko

林　康二
HAYASHI Koji

森田　記和
MORITA Norikazu

  （1）NIST（National Institute of Standards and Technology）；米国国立標準技術研究所

2.1  仮想化による業務アプリケーションとIT基盤の分離
　従来型システムの場合、その多くが業務アプリケーションご

とに情報システムが構築され、業務アプリケーションと IT基盤

は一体化している。システムとしての性能を決定する要素の多

くはCPUやメモリ、ストレージ容量など IT基盤にあるが、一度

調達したハードウェアのスケールアップ、スケールダウンは拡

張性の高い高価なハイエンドサーバでなければ実現できない

ため、一般的には硬直したシステムとなっている。

　ところが、仮想化技術により、企業の IT基盤が統合される

と、業務アプリケーションは仮想ハードウェア上で稼働するよ

うになる。逆に捉えれば、仮想ハードウェアが提供されれば、

物理的な環境は問わない。両者は分離し業務アプリケーション

は IT基盤を自由に選択・拡張できるようになりシステムは柔軟

性を得た。（図３参照）プライベートクラウドだけでなく仮想化

技術を用いたパブリッククラウドならば、同じ仮想ハードウェア

をサポートしていれさえすれば選択肢に入る。

　仮想化技術が拡がることで、業務アプリケーションは IT基

盤との拘束から解放されたと言える。業務アプリケーションに

合わせたIT基盤をもって経済性を得るというダウンサイジン

グ以来の常識が変わろうとしている。

2.  ハイブリッドクラウドによる最適なIT環境

2.2  ビジネスと情報システムのライフサイクルの一致
　業務アプリケーションが IT基盤の拘束から解放された意味

は大きい。

　従来、情報システムのライフサイクルはハードウェアの償却期

間に左右されることが多く、償却期間の満了をもって、業務アプ

リケーションとIT基盤の刷新を行うのが通常であった。しかし、

近年ビジネスのスピードは増しており、情報システムにもビジネ

スの変化に即応できる俊敏性が求められるようになった。

　例えば、会計年度内に実行に移されるビジネスの場合、“いつで

も始められる”利用型のクラウドは、このニーズに応えることがで

きる。また、数か月や1～２年といった短期間のビジネスの場合

も“いつでも止められる”クラウドはマッチする。

　一方で、長期にわたって安定した利用が見込まれる投資リスク

の低い情報システムもある。この場合はオンプレミスが有力な選

択肢となる。更に拡大が見込めるならば、プライベートクラウドに

よって柔軟性を持たせても良い。パブリッククラウドでスモールス

タートして、事業が軌道に乗ったらオンプレミスやプライベートク

ラウドにするという選択肢もある。

　ビジネスは流動的である。業務アプリケーションが仮想化技術

によってIT基盤との拘束から解放されていれば、ビジネスと情報

システムのライフサイクルを合わせることが可能である。

2.3  クラウドによるIT基盤市場の多様化
　これまでIT基盤の調達は、情報システムの要件に基づいてサイ

ジングを行い、ハードウェア・ベンダーが提供する製品ラインアッ

プの中からコンピュータを購入するという形で行われてきた。

　クラウド事業者（プロバイダー）が提供するIaaS( Infrastructure 

as a Service)でも同じようにCPU、メモリ、ストレージ、ネットワー

クといったITリソースの単位でメニュー化されており、業務アプリ

ケーションの要件に基づいてメニューから選択し、利用契約を締

結する。プライベートクラウドでも利用開始の際は同じであるが、

予めリソースを全社の業務アプリケーションの要求に基づいて共

同購入する形態である。

　IT基盤の調達手段は、プライベートクラウドを構築する仮想化

製品を含めた関連市場の拡大や各社のクラウドサービスへの参

入により多様化し、ハードウェアとサービスが混在した「ITリソー

ス市場」とも呼べる様相を呈している。（図４参照）業務アプリ

ケーションが求める要件を提示することで、この市場から適した

ITリソースを選定し調達することができる。

2.4  クラウドが可能とするIT基盤の最適化
　クラウドがもたらす調達の変化以前は、必ずしも情報システ

ムにフィットした IT基盤が調達できていたわけではなかったの

ではないだろうか。表１にあるような課題に対しては過剰な IT

基盤を調達するか、リスクを抱えるか、システム化をあきらめ

ざるをえなかったはずである。クラウドによって調達の選択肢

が拡大したことにより、システム構築の際のIT基盤の最適化が

促進されるだろう。

　現在、クラウドにコスト削減を求める傾向が強いが、情報システ

ムのIT基盤を選定する際に検討すべき要件は、コストだけではな

い。システムに求められる性能要件、扱う情報に合わせたセキュリ

ティ要件、システムのライフサイクルなど様々である。（図５参照）

ITの利活用は益々拡大している。クラウドデバイスと呼ばれる

端末が登場し、情報へのアクセシビリティがビジネスの機動性

を向上させる。また蓄積した大量の情報はビジネスの重要な

資源であり、即時性のある統計分析が注目されている。かたや

セキュリティ遵守、脅威の増加への対応など ITマネジメントの

重要性も上昇している。

　クラウドによって拡大する「ITリソース市場」を活用すれば、

個々のビジネス要件に最適なソリューションを選択することが

できる。その結果、企業情報システムは様々な ITリソースが複

合したハイブリッドクラウドを形成することになるだろう。
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表１  従来の課題例

 図５  リソースを選択する要件例

図２  ハイブリッドクラウドの構成要素例

図６  サービスマネジメントの共通化によるIT管理の統合
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従来の課題　　　　　　　　　　　　　　　  理由　　　　　　　　　　　　　　　　  クラウド

バッチ専用のため稼働率の低い設備がある。
オンライン停止時間内でしか利用できない。

アクセス数が読めない。
外部委託するにもセキュリティポリシーに抵触する。

事業規模に応じたシステム投資が必要である。

常時使用しない処理を外部のクラウドで稼働さ
せる。オンライン時間に制限がなくなる。

エラスティック（伸縮自在）なパブリッククラウド
とオンプレミスのハイブリッドで利用する。

初期投資が不要で利用型のクラウドを活用する。

稼働率の低い設備がある。
タイトなバッチスケジュールになっている。

インターネットに公開するシステムが持てない。

事業の流動性と設備固定費のバランスが取れない。
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図４  ITリソース調達方法の変化

1.2  クラウドとつながる様々なシステム
　混在環境であるハイブリッドクラウドには様々な構成要素が

ある。構成要素を設備の所有者から利用者への提供形態によ

り、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス

の三種類とし、さらに運用主体がサービスの提供側か利用者側

かによって分類した。（図２参照）

　業務アプリケーションに与える IT基盤の特性は、提供形態ご

とに異なる。

　例えば、パブリッククラウドは、クラウド事業者が持つ設備

を共用するため投資が不要であり、初期コストを抑えることが

できる。サービスによっては、柔軟なスケールアウトが提供さ

れ、ビジネスの要求に応じた俊敏性が実現できる等のメリット

があり、一定期間又は一定時間にアクセスが集中するようなシ

ステムやパブリッククラウド事例によく見られる大量のログを

管理するシステムに適している。

　一方、オンプレミスはデータを自社内に配置するため、機密

データを扱うシステムに適しており、また自社独自の要件や運

用ニーズに合わせたカスタマイズが自由である、ビジネスノウ

ハウの流出が極力抑えられるなどのメリットがある。

　プライベートクラウドは、その中間であろう。パブリッククラ

ウドのような動的な柔軟性は得られないが、クラウド事業者

の要件に適合しなくとも独自のクラウドを構築することがで

きる。

　ハイブリッドクラウドの構成要素にはそれぞれの特徴があ

り、特性に応じて適正なものを選択するべきである。複数のシ

ステムにより構成される企業情報システムは、全構成要素の組

み合わせの可能性がある。

従来のリソース調達方法 今後のリソース調達方法

V
M

V
M

V
M

パブリッククラウド

V
M

ハードウェアメーカー
ハードウェアメーカー

V
M

V
M

プライベートクラウド

V
M

V
M

V
M

ハードウェア市場 ITリソース市場

調達
調達

調達担当者 調達担当者

●CIVION-7th
●F3（エフキューブ）
　クラウドサービス

　　　　　　　など

Variety of Hybrid Cloud
-Adapted Configuration to Enterprise IT Infrastructure with Cloud Computing-

クラウド・コンピューティング



第11号

第11号

第11号

34 35

38 39

36 37

ハイブリッドクラウドの多様性
～クラウドコンピューティングによるIT基盤の最適化～

1.  はじめに

特集1

概要
　ハイブリッドクラウドは、2つ以上のクラウドから構成されるクラウド基盤と定義されるが、企業情報システムが

クラウドだけで完結することはない。本稿では、定義を拡大し、少なくとも1つ以上のクラウドを含む2つ以上の

サービスから構成される基盤全てと捉えることとする。

　従来、企業は設備の所有が前提であり、そのため投資リスクを保有していた。ところが、仮想化技術によって、

パブリッククラウドだけでなく企業内においても、短期のビジネスに合わせた設備の利用が可能となった。現在

は、オンプレミスに加え、パブリック、プライベートなどのクラウドによってIT基盤市場は多様化している。

　IT基盤の選択の拡大によってビジネスへの最適化を実現できる。クラウドの利点とオンプレミスの利点をそれ

ぞれ活かし、様々なシステムがつながる複合的（ハイブリッド）な環境を志向すべきである。その環境では、ITの

ガバナンスを維持するためサービスマネジメントの共通化が重要となるはずである。

　本稿では、ハイブリッドクラウドが生むメリットとその可能性について論じる。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

1.1  クラウドだけで企業のシステムは成り立つか
　クラウドコンピューティング（以下クラウド）の適用領域は、

クラウドの特色である時間利用やスケールアウトなど利用シーン

とともに例示される。しかし現実の適用に際しては、セキュリ

ティ要件や既存システムの運用要件などとの不適合が発生す

るケースも多い。

　現時点のクラウドは万能ではない。新しい技術は、従来の技

術との相互補完、既存システムとの連携、移行を通して普及し

ていくはずである。クラウドの利点とオンプレミスの利点をそ

3.1  多様化の推進と懸念はオープン化以来の課題
　局所最適化した ITリソースの組み合わせに対する懸念はある

だろう。例えば「連携できないシステムが林立する」、「セキュリ

ティが保てない」、「複雑でマネジメント不能になる」といった IT

のガバナンスに関わる課題が想定される。これらは、クラウドに

限定された課題ではなく、オープン化によって多様性を推進した

現在のITに共通した課題である。

　システム間連携に関しては、クラウド間の相互運用の標準化

も検討されている。しかしクラウド上で稼働するシステムの相互

接続性、相互運用性の点では、クラウドは新しい技術ではない。

従来のEAIやSOAといった手法、ファイル連携やDB連携といっ

たデータ共有の方式、ブロードバンドネットワークなどが適用可

能である。

　例えば、ITリソース選定の際にオンプレミスとの相互運用に

必要な「セキュアなネットワークアクセスの提供」や「遠隔から

のデータ操作のためのWebサービスの提供」などが具体的な要

件となる。

　セキュリティや ITマネジメントに関する懸念もIT全般の課題で

あるが、多様性を許容したハイブリッドクラウドではその重要性

は増す。変化に対応できる管理フレームワークと改善プロセスの

導入が必要である。

3.2  サービスマネジメントの共通化による
　　   IT管理の統合
　ハイブリッドクラウドにおけるITマネジメントは、IT管理の

潮流でもあるITSM（2）やITIL（3）で示されるところのサービス

マネジメントが適していると考える。

　ハイブリッドクラウドは、クラウド事業者から ITリソースを

一定の仕様とSLAを持つサービスとして調達し、自社の所有す

る設備と組み合わせた統合サービスとして利用者に提供する。こ

の時、最終利用者にはリソースの所在は問題ではない。最終利

用者に提供すべきサービスレベルを管理するサービスマネジメ

ントを構築することが必要である。

　例えば「コストを削減するためにパブリッククラウドを利用

するが、自社設備でないため問題発生時に即時での検知がで

きない」といったことがあるだろう。この場合、クラウドサービ

スのサービスレベルと最終利用者に対するサービスレベルを

元に、「クレーム発生時のエスカレーションの指標・体制や代

3.  ハイブリッドクラウドの実現に向けて

れぞれ活かした複合的（ハイブリッド）な IT環境を志向すべき

ではないだろうか。

　NIST（1）では、ハイブリッドクラウドを「２つ以上のクラウド

から構成されるクラウド基盤である。」と定義している[1]。し

かし、企業情報システムの全てがクラウドで完結することはな

い。クラウド同士だけでなく、既存システムなどクラウド以外

との連携が発生する。

　本稿では、NISTの定義を拡張し「ハイブリッドクラウドと

は、少なくとも1つ以上のクラウドを含む２つ以上のサービス

から構成される基盤全てを指す。」と捉えることで、適用領域

を拡大し、利活用の局面について考察する。

替手段の実行プロセスを設計する」といったことが考えられる。

　ただし、クラウドサービスは予めサービスに仕立上げられて

いるため、例えばエンタープライズ向けサービスが最終利用者

に提供するサービスへの適合性が高い場合、マネジメントの負

担は決して重くはないだろう。また、クラウドサービス導入に

よる個々のマネジメントの軽減もリソース選択の要素である。

　業務アプリケーションの仕様もクラウドサービスの仕様も

様々である。しかしビジネス要件に応じた個々のサービスの戦

略・設計・移行・運用から継続的改善の管理フレームワークを

共通化し、一つのサービスカタログに収めることで ITのガバ

ナンスが維持できるだろう。

　サービスマネジメントは決して新しい概念ではないが、今後も

様々なサービスやプロダクトが開発されるであろう。複合化が進

むITにはサービスマネジメントの共通化が、より重要となる。

　インテックは、アウトソーシングサービス事業、ネットワークサー

ビス事業を営んでいるITサービスのプロフェッショナルであり、

ITSMS（4）、ISMS（5）といった認証を受けた高品位のサービス

を提供している。またオンプレミス型のお客様に向けては、仮想化

による統合IT基盤のエンジニアリングサービスを提供している。

　２０１０年３月にはエンタープライズ向けクラウドサービス

EINS/SPSの提供を開始した。オンプレミス型設備のアウト

ソーシングとエンタープライズ向けクラウドの複合型、所有型

クラウドとパブリックサービスの複合型など、ハイブリッドクラ

ウドを構築、提供するサービスを拡充している。

　さらに統合に当たって懸念となるセキュリティに関する専門

サービスを持ち、その他の様々なアプリケーションサービス、プ

ロダクトがある。個々のお客様のシステムの規模や環境、運用課

題などにより異なる要件に対し、最適なソリューションを組み立

て、システムインテグレーションをサービスインテグレーション

へと拡張し、クラウド時代の総合的なソリューションを提供する。

5. おわりに
　クラウドが注目され始めてからほぼ一年が経過し、情報収集

から具体的な導入検討と共に、冷静な評価が下される時期に

入っている。

　クラウドは景気の低迷も相まってコスト削減の手法として捉

えられている側面が大きい。この効果はケースバイケースであ

る。特にシステム全体をクラウド化する場合では、コストや制

限事項など、期待と異なることが多いため幻滅感が拡がる可

能性があるだろう。

　確かに現時点ではクラウドは企業情報システムのすべてを置き

換えるほど万能ではない。しかし、クラウドがもたらす効果はコ

スト削減だけではない。システム構築時の ITリソースの選択肢

の拡大による IT基盤の最適化といったメリットは、今までには

ない価値を生む大きな変化である。また ITベンダ各社はクラウ

ドへのシフトを強めており、クラウドは更なる進化が期待できる。

　IT環境は依然として複雑であるが、適用の場面は増加して

いる。ITの利活用の拡大に対応するには、サービスマネジメン

トを整備した上で、局所最適であってもクラウドが生むメリッ

トを積極的に享受する方向が良いと考える。その結果、企業の

IT基盤のハイブリッド化は進むであろう。

　クラウドを含め、インテックはSIerとして、最適なサービスや

ソリューションのインテグレーションを提供する。

参考文献
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2.1  仮想化による業務アプリケーションとIT基盤の分離
　従来型システムの場合、その多くが業務アプリケーションご

とに情報システムが構築され、業務アプリケーションと IT基盤

は一体化している。システムとしての性能を決定する要素の多

くはCPUやメモリ、ストレージ容量など IT基盤にあるが、一度

調達したハードウェアのスケールアップ、スケールダウンは拡

張性の高い高価なハイエンドサーバでなければ実現できない

ため、一般的には硬直したシステムとなっている。

　ところが、仮想化技術により、企業の IT基盤が統合される

と、業務アプリケーションは仮想ハードウェア上で稼働するよ

うになる。逆に捉えれば、仮想ハードウェアが提供されれば、

物理的な環境は問わない。両者は分離し業務アプリケーション

は IT基盤を自由に選択・拡張できるようになりシステムは柔軟

性を得た。（図３参照）プライベートクラウドだけでなく仮想化

技術を用いたパブリッククラウドならば、同じ仮想ハードウェア

をサポートしていれさえすれば選択肢に入る。

　仮想化技術が拡がることで、業務アプリケーションは IT基

盤との拘束から解放されたと言える。業務アプリケーションに

合わせたIT基盤をもって経済性を得るというダウンサイジン

グ以来の常識が変わろうとしている。

2.  ハイブリッドクラウドによる最適なIT環境

2.2  ビジネスと情報システムのライフサイクルの一致
　業務アプリケーションが IT基盤の拘束から解放された意味

は大きい。

　従来、情報システムのライフサイクルはハードウェアの償却期

間に左右されることが多く、償却期間の満了をもって、業務アプ

リケーションとIT基盤の刷新を行うのが通常であった。しかし、

近年ビジネスのスピードは増しており、情報システムにもビジネ

スの変化に即応できる俊敏性が求められるようになった。

　例えば、会計年度内に実行に移されるビジネスの場合、“いつで

も始められる”利用型のクラウドは、このニーズに応えることがで

きる。また、数か月や1～２年といった短期間のビジネスの場合

も“いつでも止められる”クラウドはマッチする。

　一方で、長期にわたって安定した利用が見込まれる投資リスク

の低い情報システムもある。この場合はオンプレミスが有力な選

択肢となる。更に拡大が見込めるならば、プライベートクラウドに

よって柔軟性を持たせても良い。パブリッククラウドでスモールス

タートして、事業が軌道に乗ったらオンプレミスやプライベートク

ラウドにするという選択肢もある。

　ビジネスは流動的である。業務アプリケーションが仮想化技術

によってIT基盤との拘束から解放されていれば、ビジネスと情報

システムのライフサイクルを合わせることが可能である。

2.3  クラウドによるIT基盤市場の多様化
　これまでIT基盤の調達は、情報システムの要件に基づいてサイ

ジングを行い、ハードウェア・ベンダーが提供する製品ラインアッ

プの中からコンピュータを購入するという形で行われてきた。

　クラウド事業者（プロバイダー）が提供するIaaS( Infrastructure 

as a Service)でも同じようにCPU、メモリ、ストレージ、ネットワー

クといったITリソースの単位でメニュー化されており、業務アプリ

ケーションの要件に基づいてメニューから選択し、利用契約を締

結する。プライベートクラウドでも利用開始の際は同じであるが、

予めリソースを全社の業務アプリケーションの要求に基づいて共

同購入する形態である。

　IT基盤の調達手段は、プライベートクラウドを構築する仮想化

製品を含めた関連市場の拡大や各社のクラウドサービスへの参

入により多様化し、ハードウェアとサービスが混在した「ITリソー

ス市場」とも呼べる様相を呈している。（図４参照）業務アプリ

ケーションが求める要件を提示することで、この市場から適した

ITリソースを選定し調達することができる。

2.4  クラウドが可能とするIT基盤の最適化
　クラウドがもたらす調達の変化以前は、必ずしも情報システ

ムにフィットした IT基盤が調達できていたわけではなかったの

ではないだろうか。表１にあるような課題に対しては過剰な IT

基盤を調達するか、リスクを抱えるか、システム化をあきらめ

ざるをえなかったはずである。クラウドによって調達の選択肢

が拡大したことにより、システム構築の際のIT基盤の最適化が

促進されるだろう。

　現在、クラウドにコスト削減を求める傾向が強いが、情報システ

ムのIT基盤を選定する際に検討すべき要件は、コストだけではな

い。システムに求められる性能要件、扱う情報に合わせたセキュリ

ティ要件、システムのライフサイクルなど様々である。（図５参照）

ITの利活用は益々拡大している。クラウドデバイスと呼ばれる

端末が登場し、情報へのアクセシビリティがビジネスの機動性

を向上させる。また蓄積した大量の情報はビジネスの重要な

資源であり、即時性のある統計分析が注目されている。かたや

セキュリティ遵守、脅威の増加への対応など ITマネジメントの

重要性も上昇している。

　クラウドによって拡大する「ITリソース市場」を活用すれば、

個々のビジネス要件に最適なソリューションを選択することが

できる。その結果、企業情報システムは様々な ITリソースが複

合したハイブリッドクラウドを形成することになるだろう。

  （2）ITSM（IT Service Management）；ITサービスのマネジメント活動全般
  （3）ITIL（Information Technology Infrastructure Library）；ITサービスマネジメントのベストプラクティスを集めたフレームワーク
  （4）ITSMS（IT Service Management System）；JIS Q 20000-1:2007（ISO/IEC 20000-1:2005）情報技術―サービスマネジメント―第１部：仕様
  （5）ISMSI（nformation Security Management System）；JIS Q 27001:2006（ISO/IEC 27001:2005）情報技術―セキュリティ技術―情報セキュリティマネジメントシステム―要求事項
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1.2  クラウドとつながる様々なシステム
　混在環境であるハイブリッドクラウドには様々な構成要素が

ある。構成要素を設備の所有者から利用者への提供形態によ

り、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス

の三種類とし、さらに運用主体がサービスの提供側か利用者側

かによって分類した。（図２参照）

　業務アプリケーションに与える IT基盤の特性は、提供形態ご

とに異なる。

　例えば、パブリッククラウドは、クラウド事業者が持つ設備

を共用するため投資が不要であり、初期コストを抑えることが

できる。サービスによっては、柔軟なスケールアウトが提供さ

れ、ビジネスの要求に応じた俊敏性が実現できる等のメリット

があり、一定期間又は一定時間にアクセスが集中するようなシ

ステムやパブリッククラウド事例によく見られる大量のログを

管理するシステムに適している。

　一方、オンプレミスはデータを自社内に配置するため、機密

データを扱うシステムに適しており、また自社独自の要件や運

用ニーズに合わせたカスタマイズが自由である、ビジネスノウ

ハウの流出が極力抑えられるなどのメリットがある。

　プライベートクラウドは、その中間であろう。パブリッククラ

ウドのような動的な柔軟性は得られないが、クラウド事業者

の要件に適合しなくとも独自のクラウドを構築することがで

きる。

　ハイブリッドクラウドの構成要素にはそれぞれの特徴があ

り、特性に応じて適正なものを選択するべきである。複数のシ

ステムにより構成される企業情報システムは、全構成要素の組

み合わせの可能性がある。
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ハイブリッドクラウドの多様性
～クラウドコンピューティングによるIT基盤の最適化～

1.  はじめに

特集1

概要
　ハイブリッドクラウドは、2つ以上のクラウドから構成されるクラウド基盤と定義されるが、企業情報システムが

クラウドだけで完結することはない。本稿では、定義を拡大し、少なくとも1つ以上のクラウドを含む2つ以上の

サービスから構成される基盤全てと捉えることとする。

　従来、企業は設備の所有が前提であり、そのため投資リスクを保有していた。ところが、仮想化技術によって、

パブリッククラウドだけでなく企業内においても、短期のビジネスに合わせた設備の利用が可能となった。現在

は、オンプレミスに加え、パブリック、プライベートなどのクラウドによってIT基盤市場は多様化している。

　IT基盤の選択の拡大によってビジネスへの最適化を実現できる。クラウドの利点とオンプレミスの利点をそれ

ぞれ活かし、様々なシステムがつながる複合的（ハイブリッド）な環境を志向すべきである。その環境では、ITの

ガバナンスを維持するためサービスマネジメントの共通化が重要となるはずである。

　本稿では、ハイブリッドクラウドが生むメリットとその可能性について論じる。

特
集
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集
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特
集
1

1.1  クラウドだけで企業のシステムは成り立つか
　クラウドコンピューティング（以下クラウド）の適用領域は、

クラウドの特色である時間利用やスケールアウトなど利用シーン

とともに例示される。しかし現実の適用に際しては、セキュリ

ティ要件や既存システムの運用要件などとの不適合が発生す

るケースも多い。

　現時点のクラウドは万能ではない。新しい技術は、従来の技

術との相互補完、既存システムとの連携、移行を通して普及し

ていくはずである。クラウドの利点とオンプレミスの利点をそ

3.1  多様化の推進と懸念はオープン化以来の課題
　局所最適化した ITリソースの組み合わせに対する懸念はある

だろう。例えば「連携できないシステムが林立する」、「セキュリ

ティが保てない」、「複雑でマネジメント不能になる」といった IT

のガバナンスに関わる課題が想定される。これらは、クラウドに

限定された課題ではなく、オープン化によって多様性を推進した

現在のITに共通した課題である。

　システム間連携に関しては、クラウド間の相互運用の標準化

も検討されている。しかしクラウド上で稼働するシステムの相互

接続性、相互運用性の点では、クラウドは新しい技術ではない。

従来のEAIやSOAといった手法、ファイル連携やDB連携といっ

たデータ共有の方式、ブロードバンドネットワークなどが適用可

能である。

　例えば、ITリソース選定の際にオンプレミスとの相互運用に

必要な「セキュアなネットワークアクセスの提供」や「遠隔から

のデータ操作のためのWebサービスの提供」などが具体的な要

件となる。

　セキュリティや ITマネジメントに関する懸念もIT全般の課題で

あるが、多様性を許容したハイブリッドクラウドではその重要性

は増す。変化に対応できる管理フレームワークと改善プロセスの

導入が必要である。

3.2  サービスマネジメントの共通化による
　　   IT管理の統合
　ハイブリッドクラウドにおけるITマネジメントは、IT管理の

潮流でもあるITSM（2）やITIL（3）で示されるところのサービス

マネジメントが適していると考える。

　ハイブリッドクラウドは、クラウド事業者から ITリソースを

一定の仕様とSLAを持つサービスとして調達し、自社の所有す

る設備と組み合わせた統合サービスとして利用者に提供する。こ

の時、最終利用者にはリソースの所在は問題ではない。最終利

用者に提供すべきサービスレベルを管理するサービスマネジメ

ントを構築することが必要である。

　例えば「コストを削減するためにパブリッククラウドを利用

するが、自社設備でないため問題発生時に即時での検知がで

きない」といったことがあるだろう。この場合、クラウドサービ

スのサービスレベルと最終利用者に対するサービスレベルを

元に、「クレーム発生時のエスカレーションの指標・体制や代

3.  ハイブリッドクラウドの実現に向けて

れぞれ活かした複合的（ハイブリッド）な IT環境を志向すべき

ではないだろうか。

　NIST（1）では、ハイブリッドクラウドを「２つ以上のクラウド

から構成されるクラウド基盤である。」と定義している[1]。し

かし、企業情報システムの全てがクラウドで完結することはな

い。クラウド同士だけでなく、既存システムなどクラウド以外

との連携が発生する。

　本稿では、NISTの定義を拡張し「ハイブリッドクラウドと

は、少なくとも1つ以上のクラウドを含む２つ以上のサービス

から構成される基盤全てを指す。」と捉えることで、適用領域

を拡大し、利活用の局面について考察する。

替手段の実行プロセスを設計する」といったことが考えられる。

　ただし、クラウドサービスは予めサービスに仕立上げられて

いるため、例えばエンタープライズ向けサービスが最終利用者

に提供するサービスへの適合性が高い場合、マネジメントの負

担は決して重くはないだろう。また、クラウドサービス導入に

よる個々のマネジメントの軽減もリソース選択の要素である。

　業務アプリケーションの仕様もクラウドサービスの仕様も

様々である。しかしビジネス要件に応じた個々のサービスの戦

略・設計・移行・運用から継続的改善の管理フレームワークを

共通化し、一つのサービスカタログに収めることで ITのガバ

ナンスが維持できるだろう。

　サービスマネジメントは決して新しい概念ではないが、今後も

様々なサービスやプロダクトが開発されるであろう。複合化が進

むITにはサービスマネジメントの共通化が、より重要となる。

　インテックは、アウトソーシングサービス事業、ネットワークサー

ビス事業を営んでいるITサービスのプロフェッショナルであり、

ITSMS（4）、ISMS（5）といった認証を受けた高品位のサービス

を提供している。またオンプレミス型のお客様に向けては、仮想化

による統合IT基盤のエンジニアリングサービスを提供している。

　２０１０年３月にはエンタープライズ向けクラウドサービス

EINS/SPSの提供を開始した。オンプレミス型設備のアウト

ソーシングとエンタープライズ向けクラウドの複合型、所有型

クラウドとパブリックサービスの複合型など、ハイブリッドクラ

ウドを構築、提供するサービスを拡充している。

　さらに統合に当たって懸念となるセキュリティに関する専門

サービスを持ち、その他の様々なアプリケーションサービス、プ

ロダクトがある。個々のお客様のシステムの規模や環境、運用課

題などにより異なる要件に対し、最適なソリューションを組み立

て、システムインテグレーションをサービスインテグレーション

へと拡張し、クラウド時代の総合的なソリューションを提供する。

5. おわりに
　クラウドが注目され始めてからほぼ一年が経過し、情報収集

から具体的な導入検討と共に、冷静な評価が下される時期に

入っている。

　クラウドは景気の低迷も相まってコスト削減の手法として捉

えられている側面が大きい。この効果はケースバイケースであ

る。特にシステム全体をクラウド化する場合では、コストや制

限事項など、期待と異なることが多いため幻滅感が拡がる可

能性があるだろう。

　確かに現時点ではクラウドは企業情報システムのすべてを置き

換えるほど万能ではない。しかし、クラウドがもたらす効果はコ

スト削減だけではない。システム構築時の ITリソースの選択肢

の拡大による IT基盤の最適化といったメリットは、今までには

ない価値を生む大きな変化である。また ITベンダ各社はクラウ

ドへのシフトを強めており、クラウドは更なる進化が期待できる。

　IT環境は依然として複雑であるが、適用の場面は増加して

いる。ITの利活用の拡大に対応するには、サービスマネジメン

トを整備した上で、局所最適であってもクラウドが生むメリッ

トを積極的に享受する方向が良いと考える。その結果、企業の

IT基盤のハイブリッド化は進むであろう。

　クラウドを含め、インテックはSIerとして、最適なサービスや

ソリューションのインテグレーションを提供する。

参考文献
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2.1  仮想化による業務アプリケーションとIT基盤の分離
　従来型システムの場合、その多くが業務アプリケーションご

とに情報システムが構築され、業務アプリケーションと IT基盤

は一体化している。システムとしての性能を決定する要素の多

くはCPUやメモリ、ストレージ容量など IT基盤にあるが、一度

調達したハードウェアのスケールアップ、スケールダウンは拡

張性の高い高価なハイエンドサーバでなければ実現できない

ため、一般的には硬直したシステムとなっている。

　ところが、仮想化技術により、企業の IT基盤が統合される

と、業務アプリケーションは仮想ハードウェア上で稼働するよ

うになる。逆に捉えれば、仮想ハードウェアが提供されれば、

物理的な環境は問わない。両者は分離し業務アプリケーション

は IT基盤を自由に選択・拡張できるようになりシステムは柔軟

性を得た。（図３参照）プライベートクラウドだけでなく仮想化

技術を用いたパブリッククラウドならば、同じ仮想ハードウェア

をサポートしていれさえすれば選択肢に入る。

　仮想化技術が拡がることで、業務アプリケーションは IT基

盤との拘束から解放されたと言える。業務アプリケーションに

合わせたIT基盤をもって経済性を得るというダウンサイジン

グ以来の常識が変わろうとしている。

2.  ハイブリッドクラウドによる最適なIT環境

2.2  ビジネスと情報システムのライフサイクルの一致
　業務アプリケーションが IT基盤の拘束から解放された意味

は大きい。

　従来、情報システムのライフサイクルはハードウェアの償却期

間に左右されることが多く、償却期間の満了をもって、業務アプ

リケーションとIT基盤の刷新を行うのが通常であった。しかし、

近年ビジネスのスピードは増しており、情報システムにもビジネ

スの変化に即応できる俊敏性が求められるようになった。

　例えば、会計年度内に実行に移されるビジネスの場合、“いつで

も始められる”利用型のクラウドは、このニーズに応えることがで

きる。また、数か月や1～２年といった短期間のビジネスの場合

も“いつでも止められる”クラウドはマッチする。

　一方で、長期にわたって安定した利用が見込まれる投資リスク

の低い情報システムもある。この場合はオンプレミスが有力な選

択肢となる。更に拡大が見込めるならば、プライベートクラウドに

よって柔軟性を持たせても良い。パブリッククラウドでスモールス

タートして、事業が軌道に乗ったらオンプレミスやプライベートク

ラウドにするという選択肢もある。

　ビジネスは流動的である。業務アプリケーションが仮想化技術

によってIT基盤との拘束から解放されていれば、ビジネスと情報

システムのライフサイクルを合わせることが可能である。

2.3  クラウドによるIT基盤市場の多様化
　これまでIT基盤の調達は、情報システムの要件に基づいてサイ

ジングを行い、ハードウェア・ベンダーが提供する製品ラインアッ

プの中からコンピュータを購入するという形で行われてきた。

　クラウド事業者（プロバイダー）が提供するIaaS( Infrastructure 

as a Service)でも同じようにCPU、メモリ、ストレージ、ネットワー

クといったITリソースの単位でメニュー化されており、業務アプリ

ケーションの要件に基づいてメニューから選択し、利用契約を締

結する。プライベートクラウドでも利用開始の際は同じであるが、

予めリソースを全社の業務アプリケーションの要求に基づいて共

同購入する形態である。

　IT基盤の調達手段は、プライベートクラウドを構築する仮想化

製品を含めた関連市場の拡大や各社のクラウドサービスへの参

入により多様化し、ハードウェアとサービスが混在した「ITリソー

ス市場」とも呼べる様相を呈している。（図４参照）業務アプリ

ケーションが求める要件を提示することで、この市場から適した

ITリソースを選定し調達することができる。

2.4  クラウドが可能とするIT基盤の最適化
　クラウドがもたらす調達の変化以前は、必ずしも情報システ

ムにフィットした IT基盤が調達できていたわけではなかったの

ではないだろうか。表１にあるような課題に対しては過剰な IT

基盤を調達するか、リスクを抱えるか、システム化をあきらめ

ざるをえなかったはずである。クラウドによって調達の選択肢

が拡大したことにより、システム構築の際のIT基盤の最適化が

促進されるだろう。

　現在、クラウドにコスト削減を求める傾向が強いが、情報システ

ムのIT基盤を選定する際に検討すべき要件は、コストだけではな

い。システムに求められる性能要件、扱う情報に合わせたセキュリ

ティ要件、システムのライフサイクルなど様々である。（図５参照）

ITの利活用は益々拡大している。クラウドデバイスと呼ばれる

端末が登場し、情報へのアクセシビリティがビジネスの機動性

を向上させる。また蓄積した大量の情報はビジネスの重要な

資源であり、即時性のある統計分析が注目されている。かたや

セキュリティ遵守、脅威の増加への対応など ITマネジメントの

重要性も上昇している。

　クラウドによって拡大する「ITリソース市場」を活用すれば、

個々のビジネス要件に最適なソリューションを選択することが

できる。その結果、企業情報システムは様々な ITリソースが複

合したハイブリッドクラウドを形成することになるだろう。

  （2）ITSM（IT Service Management）；ITサービスのマネジメント活動全般
  （3）ITIL（Information Technology Infrastructure Library）；ITサービスマネジメントのベストプラクティスを集めたフレームワーク
  （4）ITSMS（IT Service Management System）；JIS Q 20000-1:2007（ISO/IEC 20000-1:2005）情報技術―サービスマネジメント―第１部：仕様
  （5）ISMSI（nformation Security Management System）；JIS Q 27001:2006（ISO/IEC 27001:2005）情報技術―セキュリティ技術―情報セキュリティマネジメントシステム―要求事項

4.  インテックのサービス・ソリューション

図７  インテックのサービス
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1.2  クラウドとつながる様々なシステム
　混在環境であるハイブリッドクラウドには様々な構成要素が

ある。構成要素を設備の所有者から利用者への提供形態によ

り、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス

の三種類とし、さらに運用主体がサービスの提供側か利用者側

かによって分類した。（図２参照）

　業務アプリケーションに与える IT基盤の特性は、提供形態ご

とに異なる。

　例えば、パブリッククラウドは、クラウド事業者が持つ設備

を共用するため投資が不要であり、初期コストを抑えることが

できる。サービスによっては、柔軟なスケールアウトが提供さ

れ、ビジネスの要求に応じた俊敏性が実現できる等のメリット

があり、一定期間又は一定時間にアクセスが集中するようなシ

ステムやパブリッククラウド事例によく見られる大量のログを

管理するシステムに適している。

　一方、オンプレミスはデータを自社内に配置するため、機密

データを扱うシステムに適しており、また自社独自の要件や運

用ニーズに合わせたカスタマイズが自由である、ビジネスノウ

ハウの流出が極力抑えられるなどのメリットがある。

　プライベートクラウドは、その中間であろう。パブリッククラ

ウドのような動的な柔軟性は得られないが、クラウド事業者

の要件に適合しなくとも独自のクラウドを構築することがで

きる。

　ハイブリッドクラウドの構成要素にはそれぞれの特徴があ

り、特性に応じて適正なものを選択するべきである。複数のシ

ステムにより構成される企業情報システムは、全構成要素の組

み合わせの可能性がある。
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ハイブリッドクラウドの多様性
～クラウドコンピューティングによるIT基盤の最適化～

1.  はじめに

特集1

概要
　ハイブリッドクラウドは、2つ以上のクラウドから構成されるクラウド基盤と定義されるが、企業情報システムが

クラウドだけで完結することはない。本稿では、定義を拡大し、少なくとも1つ以上のクラウドを含む2つ以上の

サービスから構成される基盤全てと捉えることとする。

　従来、企業は設備の所有が前提であり、そのため投資リスクを保有していた。ところが、仮想化技術によって、

パブリッククラウドだけでなく企業内においても、短期のビジネスに合わせた設備の利用が可能となった。現在

は、オンプレミスに加え、パブリック、プライベートなどのクラウドによってIT基盤市場は多様化している。

　IT基盤の選択の拡大によってビジネスへの最適化を実現できる。クラウドの利点とオンプレミスの利点をそれ

ぞれ活かし、様々なシステムがつながる複合的（ハイブリッド）な環境を志向すべきである。その環境では、ITの

ガバナンスを維持するためサービスマネジメントの共通化が重要となるはずである。

　本稿では、ハイブリッドクラウドが生むメリットとその可能性について論じる。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

1.1  クラウドだけで企業のシステムは成り立つか
　クラウドコンピューティング（以下クラウド）の適用領域は、

クラウドの特色である時間利用やスケールアウトなど利用シーン

とともに例示される。しかし現実の適用に際しては、セキュリ

ティ要件や既存システムの運用要件などとの不適合が発生す

るケースも多い。

　現時点のクラウドは万能ではない。新しい技術は、従来の技

術との相互補完、既存システムとの連携、移行を通して普及し

ていくはずである。クラウドの利点とオンプレミスの利点をそ

3.1  多様化の推進と懸念はオープン化以来の課題
　局所最適化した ITリソースの組み合わせに対する懸念はある

だろう。例えば「連携できないシステムが林立する」、「セキュリ

ティが保てない」、「複雑でマネジメント不能になる」といった IT

のガバナンスに関わる課題が想定される。これらは、クラウドに

限定された課題ではなく、オープン化によって多様性を推進した

現在のITに共通した課題である。

　システム間連携に関しては、クラウド間の相互運用の標準化

も検討されている。しかしクラウド上で稼働するシステムの相互

接続性、相互運用性の点では、クラウドは新しい技術ではない。

従来のEAIやSOAといった手法、ファイル連携やDB連携といっ

たデータ共有の方式、ブロードバンドネットワークなどが適用可

能である。

　例えば、ITリソース選定の際にオンプレミスとの相互運用に

必要な「セキュアなネットワークアクセスの提供」や「遠隔から

のデータ操作のためのWebサービスの提供」などが具体的な要

件となる。

　セキュリティや ITマネジメントに関する懸念もIT全般の課題で

あるが、多様性を許容したハイブリッドクラウドではその重要性

は増す。変化に対応できる管理フレームワークと改善プロセスの

導入が必要である。

3.2  サービスマネジメントの共通化による
　　   IT管理の統合
　ハイブリッドクラウドにおけるITマネジメントは、IT管理の

潮流でもあるITSM（2）やITIL（3）で示されるところのサービス

マネジメントが適していると考える。

　ハイブリッドクラウドは、クラウド事業者から ITリソースを

一定の仕様とSLAを持つサービスとして調達し、自社の所有す

る設備と組み合わせた統合サービスとして利用者に提供する。こ

の時、最終利用者にはリソースの所在は問題ではない。最終利

用者に提供すべきサービスレベルを管理するサービスマネジメ

ントを構築することが必要である。

　例えば「コストを削減するためにパブリッククラウドを利用

するが、自社設備でないため問題発生時に即時での検知がで

きない」といったことがあるだろう。この場合、クラウドサービ

スのサービスレベルと最終利用者に対するサービスレベルを

元に、「クレーム発生時のエスカレーションの指標・体制や代

3.  ハイブリッドクラウドの実現に向けて

れぞれ活かした複合的（ハイブリッド）な IT環境を志向すべき

ではないだろうか。

　NIST（1）では、ハイブリッドクラウドを「２つ以上のクラウド

から構成されるクラウド基盤である。」と定義している[1]。し

かし、企業情報システムの全てがクラウドで完結することはな

い。クラウド同士だけでなく、既存システムなどクラウド以外

との連携が発生する。

　本稿では、NISTの定義を拡張し「ハイブリッドクラウドと

は、少なくとも1つ以上のクラウドを含む２つ以上のサービス

から構成される基盤全てを指す。」と捉えることで、適用領域

を拡大し、利活用の局面について考察する。

替手段の実行プロセスを設計する」といったことが考えられる。

　ただし、クラウドサービスは予めサービスに仕立上げられて

いるため、例えばエンタープライズ向けサービスが最終利用者

に提供するサービスへの適合性が高い場合、マネジメントの負

担は決して重くはないだろう。また、クラウドサービス導入に

よる個々のマネジメントの軽減もリソース選択の要素である。

　業務アプリケーションの仕様もクラウドサービスの仕様も

様々である。しかしビジネス要件に応じた個々のサービスの戦

略・設計・移行・運用から継続的改善の管理フレームワークを

共通化し、一つのサービスカタログに収めることで ITのガバ

ナンスが維持できるだろう。

　サービスマネジメントは決して新しい概念ではないが、今後も

様々なサービスやプロダクトが開発されるであろう。複合化が進

むITにはサービスマネジメントの共通化が、より重要となる。

　インテックは、アウトソーシングサービス事業、ネットワークサー

ビス事業を営んでいるITサービスのプロフェッショナルであり、

ITSMS（4）、ISMS（5）といった認証を受けた高品位のサービス

を提供している。またオンプレミス型のお客様に向けては、仮想化

による統合IT基盤のエンジニアリングサービスを提供している。

　２０１０年３月にはエンタープライズ向けクラウドサービス

EINS/SPSの提供を開始した。オンプレミス型設備のアウト

ソーシングとエンタープライズ向けクラウドの複合型、所有型

クラウドとパブリックサービスの複合型など、ハイブリッドクラ

ウドを構築、提供するサービスを拡充している。

　さらに統合に当たって懸念となるセキュリティに関する専門

サービスを持ち、その他の様々なアプリケーションサービス、プ

ロダクトがある。個々のお客様のシステムの規模や環境、運用課

題などにより異なる要件に対し、最適なソリューションを組み立

て、システムインテグレーションをサービスインテグレーション

へと拡張し、クラウド時代の総合的なソリューションを提供する。

5. おわりに
　クラウドが注目され始めてからほぼ一年が経過し、情報収集

から具体的な導入検討と共に、冷静な評価が下される時期に

入っている。

　クラウドは景気の低迷も相まってコスト削減の手法として捉

えられている側面が大きい。この効果はケースバイケースであ

る。特にシステム全体をクラウド化する場合では、コストや制

限事項など、期待と異なることが多いため幻滅感が拡がる可

能性があるだろう。

　確かに現時点ではクラウドは企業情報システムのすべてを置き

換えるほど万能ではない。しかし、クラウドがもたらす効果はコ

スト削減だけではない。システム構築時の ITリソースの選択肢

の拡大による IT基盤の最適化といったメリットは、今までには

ない価値を生む大きな変化である。また ITベンダ各社はクラウ

ドへのシフトを強めており、クラウドは更なる進化が期待できる。

　IT環境は依然として複雑であるが、適用の場面は増加して

いる。ITの利活用の拡大に対応するには、サービスマネジメン

トを整備した上で、局所最適であってもクラウドが生むメリッ

トを積極的に享受する方向が良いと考える。その結果、企業の

IT基盤のハイブリッド化は進むであろう。

　クラウドを含め、インテックはSIerとして、最適なサービスや

ソリューションのインテグレーションを提供する。

参考文献

[１] Peter Mell and Tim Grance, The NIST Definition of Cloud

      Computing Version 15, 10-7-09, National Institute of 

      Standards and Technology, Information Technology 

      Laboratory.
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2.1  仮想化による業務アプリケーションとIT基盤の分離
　従来型システムの場合、その多くが業務アプリケーションご

とに情報システムが構築され、業務アプリケーションと IT基盤

は一体化している。システムとしての性能を決定する要素の多

くはCPUやメモリ、ストレージ容量など IT基盤にあるが、一度

調達したハードウェアのスケールアップ、スケールダウンは拡

張性の高い高価なハイエンドサーバでなければ実現できない

ため、一般的には硬直したシステムとなっている。

　ところが、仮想化技術により、企業の IT基盤が統合される

と、業務アプリケーションは仮想ハードウェア上で稼働するよ

うになる。逆に捉えれば、仮想ハードウェアが提供されれば、

物理的な環境は問わない。両者は分離し業務アプリケーション

は IT基盤を自由に選択・拡張できるようになりシステムは柔軟

性を得た。（図３参照）プライベートクラウドだけでなく仮想化

技術を用いたパブリッククラウドならば、同じ仮想ハードウェア

をサポートしていれさえすれば選択肢に入る。

　仮想化技術が拡がることで、業務アプリケーションは IT基

盤との拘束から解放されたと言える。業務アプリケーションに

合わせたIT基盤をもって経済性を得るというダウンサイジン

グ以来の常識が変わろうとしている。

2.  ハイブリッドクラウドによる最適なIT環境

2.2  ビジネスと情報システムのライフサイクルの一致
　業務アプリケーションが IT基盤の拘束から解放された意味

は大きい。

　従来、情報システムのライフサイクルはハードウェアの償却期

間に左右されることが多く、償却期間の満了をもって、業務アプ

リケーションとIT基盤の刷新を行うのが通常であった。しかし、

近年ビジネスのスピードは増しており、情報システムにもビジネ

スの変化に即応できる俊敏性が求められるようになった。

　例えば、会計年度内に実行に移されるビジネスの場合、“いつで

も始められる”利用型のクラウドは、このニーズに応えることがで

きる。また、数か月や1～２年といった短期間のビジネスの場合

も“いつでも止められる”クラウドはマッチする。

　一方で、長期にわたって安定した利用が見込まれる投資リスク

の低い情報システムもある。この場合はオンプレミスが有力な選

択肢となる。更に拡大が見込めるならば、プライベートクラウドに

よって柔軟性を持たせても良い。パブリッククラウドでスモールス

タートして、事業が軌道に乗ったらオンプレミスやプライベートク

ラウドにするという選択肢もある。

　ビジネスは流動的である。業務アプリケーションが仮想化技術

によってIT基盤との拘束から解放されていれば、ビジネスと情報

システムのライフサイクルを合わせることが可能である。

2.3  クラウドによるIT基盤市場の多様化
　これまでIT基盤の調達は、情報システムの要件に基づいてサイ

ジングを行い、ハードウェア・ベンダーが提供する製品ラインアッ

プの中からコンピュータを購入するという形で行われてきた。

　クラウド事業者（プロバイダー）が提供するIaaS( Infrastructure 

as a Service)でも同じようにCPU、メモリ、ストレージ、ネットワー

クといったITリソースの単位でメニュー化されており、業務アプリ

ケーションの要件に基づいてメニューから選択し、利用契約を締

結する。プライベートクラウドでも利用開始の際は同じであるが、

予めリソースを全社の業務アプリケーションの要求に基づいて共

同購入する形態である。

　IT基盤の調達手段は、プライベートクラウドを構築する仮想化

製品を含めた関連市場の拡大や各社のクラウドサービスへの参

入により多様化し、ハードウェアとサービスが混在した「ITリソー

ス市場」とも呼べる様相を呈している。（図４参照）業務アプリ

ケーションが求める要件を提示することで、この市場から適した

ITリソースを選定し調達することができる。

2.4  クラウドが可能とするIT基盤の最適化
　クラウドがもたらす調達の変化以前は、必ずしも情報システ

ムにフィットした IT基盤が調達できていたわけではなかったの

ではないだろうか。表１にあるような課題に対しては過剰な IT

基盤を調達するか、リスクを抱えるか、システム化をあきらめ

ざるをえなかったはずである。クラウドによって調達の選択肢

が拡大したことにより、システム構築の際のIT基盤の最適化が

促進されるだろう。

　現在、クラウドにコスト削減を求める傾向が強いが、情報システ

ムのIT基盤を選定する際に検討すべき要件は、コストだけではな

い。システムに求められる性能要件、扱う情報に合わせたセキュリ

ティ要件、システムのライフサイクルなど様々である。（図５参照）

ITの利活用は益々拡大している。クラウドデバイスと呼ばれる

端末が登場し、情報へのアクセシビリティがビジネスの機動性

を向上させる。また蓄積した大量の情報はビジネスの重要な

資源であり、即時性のある統計分析が注目されている。かたや

セキュリティ遵守、脅威の増加への対応など ITマネジメントの

重要性も上昇している。

　クラウドによって拡大する「ITリソース市場」を活用すれば、

個々のビジネス要件に最適なソリューションを選択することが

できる。その結果、企業情報システムは様々な ITリソースが複

合したハイブリッドクラウドを形成することになるだろう。

  （2）ITSM（IT Service Management）；ITサービスのマネジメント活動全般
  （3）ITIL（Information Technology Infrastructure Library）；ITサービスマネジメントのベストプラクティスを集めたフレームワーク
  （4）ITSMS（IT Service Management System）；JIS Q 20000-1:2007（ISO/IEC 20000-1:2005）情報技術―サービスマネジメント―第１部：仕様
  （5）ISMSI（nformation Security Management System）；JIS Q 27001:2006（ISO/IEC 27001:2005）情報技術―セキュリティ技術―情報セキュリティマネジメントシステム―要求事項
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1.2  クラウドとつながる様々なシステム
　混在環境であるハイブリッドクラウドには様々な構成要素が

ある。構成要素を設備の所有者から利用者への提供形態によ

り、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス

の三種類とし、さらに運用主体がサービスの提供側か利用者側

かによって分類した。（図２参照）

　業務アプリケーションに与える IT基盤の特性は、提供形態ご

とに異なる。

　例えば、パブリッククラウドは、クラウド事業者が持つ設備

を共用するため投資が不要であり、初期コストを抑えることが

できる。サービスによっては、柔軟なスケールアウトが提供さ

れ、ビジネスの要求に応じた俊敏性が実現できる等のメリット

があり、一定期間又は一定時間にアクセスが集中するようなシ

ステムやパブリッククラウド事例によく見られる大量のログを

管理するシステムに適している。

　一方、オンプレミスはデータを自社内に配置するため、機密

データを扱うシステムに適しており、また自社独自の要件や運

用ニーズに合わせたカスタマイズが自由である、ビジネスノウ

ハウの流出が極力抑えられるなどのメリットがある。

　プライベートクラウドは、その中間であろう。パブリッククラ

ウドのような動的な柔軟性は得られないが、クラウド事業者

の要件に適合しなくとも独自のクラウドを構築することがで

きる。

　ハイブリッドクラウドの構成要素にはそれぞれの特徴があ

り、特性に応じて適正なものを選択するべきである。複数のシ

ステムにより構成される企業情報システムは、全構成要素の組

み合わせの可能性がある。
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ハイブリッドクラウドの多様性
～クラウドコンピューティングによるIT基盤の最適化～

1.  はじめに

特集1

概要
　ハイブリッドクラウドは、2つ以上のクラウドから構成されるクラウド基盤と定義されるが、企業情報システムが

クラウドだけで完結することはない。本稿では、定義を拡大し、少なくとも1つ以上のクラウドを含む2つ以上の

サービスから構成される基盤全てと捉えることとする。

　従来、企業は設備の所有が前提であり、そのため投資リスクを保有していた。ところが、仮想化技術によって、

パブリッククラウドだけでなく企業内においても、短期のビジネスに合わせた設備の利用が可能となった。現在

は、オンプレミスに加え、パブリック、プライベートなどのクラウドによってIT基盤市場は多様化している。

　IT基盤の選択の拡大によってビジネスへの最適化を実現できる。クラウドの利点とオンプレミスの利点をそれ

ぞれ活かし、様々なシステムがつながる複合的（ハイブリッド）な環境を志向すべきである。その環境では、ITの

ガバナンスを維持するためサービスマネジメントの共通化が重要となるはずである。

　本稿では、ハイブリッドクラウドが生むメリットとその可能性について論じる。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

1.1  クラウドだけで企業のシステムは成り立つか
　クラウドコンピューティング（以下クラウド）の適用領域は、

クラウドの特色である時間利用やスケールアウトなど利用シーン

とともに例示される。しかし現実の適用に際しては、セキュリ

ティ要件や既存システムの運用要件などとの不適合が発生す

るケースも多い。

　現時点のクラウドは万能ではない。新しい技術は、従来の技

術との相互補完、既存システムとの連携、移行を通して普及し

ていくはずである。クラウドの利点とオンプレミスの利点をそ

3.1  多様化の推進と懸念はオープン化以来の課題
　局所最適化した ITリソースの組み合わせに対する懸念はある

だろう。例えば「連携できないシステムが林立する」、「セキュリ

ティが保てない」、「複雑でマネジメント不能になる」といった IT

のガバナンスに関わる課題が想定される。これらは、クラウドに

限定された課題ではなく、オープン化によって多様性を推進した

現在のITに共通した課題である。

　システム間連携に関しては、クラウド間の相互運用の標準化

も検討されている。しかしクラウド上で稼働するシステムの相互

接続性、相互運用性の点では、クラウドは新しい技術ではない。

従来のEAIやSOAといった手法、ファイル連携やDB連携といっ

たデータ共有の方式、ブロードバンドネットワークなどが適用可

能である。

　例えば、ITリソース選定の際にオンプレミスとの相互運用に

必要な「セキュアなネットワークアクセスの提供」や「遠隔から

のデータ操作のためのWebサービスの提供」などが具体的な要

件となる。

　セキュリティや ITマネジメントに関する懸念もIT全般の課題で

あるが、多様性を許容したハイブリッドクラウドではその重要性

は増す。変化に対応できる管理フレームワークと改善プロセスの

導入が必要である。

3.2  サービスマネジメントの共通化による
　　   IT管理の統合
　ハイブリッドクラウドにおけるITマネジメントは、IT管理の

潮流でもあるITSM（2）やITIL（3）で示されるところのサービス

マネジメントが適していると考える。

　ハイブリッドクラウドは、クラウド事業者から ITリソースを

一定の仕様とSLAを持つサービスとして調達し、自社の所有す

る設備と組み合わせた統合サービスとして利用者に提供する。こ

の時、最終利用者にはリソースの所在は問題ではない。最終利

用者に提供すべきサービスレベルを管理するサービスマネジメ

ントを構築することが必要である。

　例えば「コストを削減するためにパブリッククラウドを利用

するが、自社設備でないため問題発生時に即時での検知がで

きない」といったことがあるだろう。この場合、クラウドサービ

スのサービスレベルと最終利用者に対するサービスレベルを

元に、「クレーム発生時のエスカレーションの指標・体制や代

3.  ハイブリッドクラウドの実現に向けて

れぞれ活かした複合的（ハイブリッド）な IT環境を志向すべき

ではないだろうか。

　NIST（1）では、ハイブリッドクラウドを「２つ以上のクラウド

から構成されるクラウド基盤である。」と定義している[1]。し

かし、企業情報システムの全てがクラウドで完結することはな

い。クラウド同士だけでなく、既存システムなどクラウド以外

との連携が発生する。

　本稿では、NISTの定義を拡張し「ハイブリッドクラウドと

は、少なくとも1つ以上のクラウドを含む２つ以上のサービス

から構成される基盤全てを指す。」と捉えることで、適用領域

を拡大し、利活用の局面について考察する。

替手段の実行プロセスを設計する」といったことが考えられる。

　ただし、クラウドサービスは予めサービスに仕立上げられて

いるため、例えばエンタープライズ向けサービスが最終利用者

に提供するサービスへの適合性が高い場合、マネジメントの負

担は決して重くはないだろう。また、クラウドサービス導入に

よる個々のマネジメントの軽減もリソース選択の要素である。

　業務アプリケーションの仕様もクラウドサービスの仕様も

様々である。しかしビジネス要件に応じた個々のサービスの戦

略・設計・移行・運用から継続的改善の管理フレームワークを

共通化し、一つのサービスカタログに収めることで ITのガバ

ナンスが維持できるだろう。

　サービスマネジメントは決して新しい概念ではないが、今後も

様々なサービスやプロダクトが開発されるであろう。複合化が進

むITにはサービスマネジメントの共通化が、より重要となる。

　インテックは、アウトソーシングサービス事業、ネットワークサー

ビス事業を営んでいるITサービスのプロフェッショナルであり、

ITSMS（4）、ISMS（5）といった認証を受けた高品位のサービス

を提供している。またオンプレミス型のお客様に向けては、仮想化

による統合IT基盤のエンジニアリングサービスを提供している。

　２０１０年３月にはエンタープライズ向けクラウドサービス

EINS/SPSの提供を開始した。オンプレミス型設備のアウト

ソーシングとエンタープライズ向けクラウドの複合型、所有型

クラウドとパブリックサービスの複合型など、ハイブリッドクラ

ウドを構築、提供するサービスを拡充している。

　さらに統合に当たって懸念となるセキュリティに関する専門

サービスを持ち、その他の様々なアプリケーションサービス、プ

ロダクトがある。個々のお客様のシステムの規模や環境、運用課

題などにより異なる要件に対し、最適なソリューションを組み立

て、システムインテグレーションをサービスインテグレーション

へと拡張し、クラウド時代の総合的なソリューションを提供する。

5. おわりに
　クラウドが注目され始めてからほぼ一年が経過し、情報収集

から具体的な導入検討と共に、冷静な評価が下される時期に

入っている。

　クラウドは景気の低迷も相まってコスト削減の手法として捉

えられている側面が大きい。この効果はケースバイケースであ

る。特にシステム全体をクラウド化する場合では、コストや制

限事項など、期待と異なることが多いため幻滅感が拡がる可

能性があるだろう。

　確かに現時点ではクラウドは企業情報システムのすべてを置き

換えるほど万能ではない。しかし、クラウドがもたらす効果はコ

スト削減だけではない。システム構築時の ITリソースの選択肢

の拡大による IT基盤の最適化といったメリットは、今までには

ない価値を生む大きな変化である。また ITベンダ各社はクラウ

ドへのシフトを強めており、クラウドは更なる進化が期待できる。

　IT環境は依然として複雑であるが、適用の場面は増加して

いる。ITの利活用の拡大に対応するには、サービスマネジメン

トを整備した上で、局所最適であってもクラウドが生むメリッ

トを積極的に享受する方向が良いと考える。その結果、企業の

IT基盤のハイブリッド化は進むであろう。

　クラウドを含め、インテックはSIerとして、最適なサービスや

ソリューションのインテグレーションを提供する。
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2.1  仮想化による業務アプリケーションとIT基盤の分離
　従来型システムの場合、その多くが業務アプリケーションご

とに情報システムが構築され、業務アプリケーションと IT基盤

は一体化している。システムとしての性能を決定する要素の多

くはCPUやメモリ、ストレージ容量など IT基盤にあるが、一度

調達したハードウェアのスケールアップ、スケールダウンは拡

張性の高い高価なハイエンドサーバでなければ実現できない

ため、一般的には硬直したシステムとなっている。

　ところが、仮想化技術により、企業の IT基盤が統合される

と、業務アプリケーションは仮想ハードウェア上で稼働するよ

うになる。逆に捉えれば、仮想ハードウェアが提供されれば、

物理的な環境は問わない。両者は分離し業務アプリケーション

は IT基盤を自由に選択・拡張できるようになりシステムは柔軟

性を得た。（図３参照）プライベートクラウドだけでなく仮想化

技術を用いたパブリッククラウドならば、同じ仮想ハードウェア

をサポートしていれさえすれば選択肢に入る。

　仮想化技術が拡がることで、業務アプリケーションは IT基

盤との拘束から解放されたと言える。業務アプリケーションに

合わせたIT基盤をもって経済性を得るというダウンサイジン

グ以来の常識が変わろうとしている。

2.  ハイブリッドクラウドによる最適なIT環境

2.2  ビジネスと情報システムのライフサイクルの一致
　業務アプリケーションが IT基盤の拘束から解放された意味

は大きい。

　従来、情報システムのライフサイクルはハードウェアの償却期

間に左右されることが多く、償却期間の満了をもって、業務アプ

リケーションとIT基盤の刷新を行うのが通常であった。しかし、

近年ビジネスのスピードは増しており、情報システムにもビジネ

スの変化に即応できる俊敏性が求められるようになった。

　例えば、会計年度内に実行に移されるビジネスの場合、“いつで

も始められる”利用型のクラウドは、このニーズに応えることがで

きる。また、数か月や1～２年といった短期間のビジネスの場合

も“いつでも止められる”クラウドはマッチする。

　一方で、長期にわたって安定した利用が見込まれる投資リスク

の低い情報システムもある。この場合はオンプレミスが有力な選

択肢となる。更に拡大が見込めるならば、プライベートクラウドに

よって柔軟性を持たせても良い。パブリッククラウドでスモールス

タートして、事業が軌道に乗ったらオンプレミスやプライベートク

ラウドにするという選択肢もある。

　ビジネスは流動的である。業務アプリケーションが仮想化技術

によってIT基盤との拘束から解放されていれば、ビジネスと情報

システムのライフサイクルを合わせることが可能である。

2.3  クラウドによるIT基盤市場の多様化
　これまでIT基盤の調達は、情報システムの要件に基づいてサイ

ジングを行い、ハードウェア・ベンダーが提供する製品ラインアッ

プの中からコンピュータを購入するという形で行われてきた。

　クラウド事業者（プロバイダー）が提供するIaaS( Infrastructure 

as a Service)でも同じようにCPU、メモリ、ストレージ、ネットワー

クといったITリソースの単位でメニュー化されており、業務アプリ

ケーションの要件に基づいてメニューから選択し、利用契約を締

結する。プライベートクラウドでも利用開始の際は同じであるが、

予めリソースを全社の業務アプリケーションの要求に基づいて共

同購入する形態である。

　IT基盤の調達手段は、プライベートクラウドを構築する仮想化

製品を含めた関連市場の拡大や各社のクラウドサービスへの参

入により多様化し、ハードウェアとサービスが混在した「ITリソー

ス市場」とも呼べる様相を呈している。（図４参照）業務アプリ

ケーションが求める要件を提示することで、この市場から適した

ITリソースを選定し調達することができる。

2.4  クラウドが可能とするIT基盤の最適化
　クラウドがもたらす調達の変化以前は、必ずしも情報システ

ムにフィットした IT基盤が調達できていたわけではなかったの

ではないだろうか。表１にあるような課題に対しては過剰な IT

基盤を調達するか、リスクを抱えるか、システム化をあきらめ

ざるをえなかったはずである。クラウドによって調達の選択肢

が拡大したことにより、システム構築の際のIT基盤の最適化が

促進されるだろう。

　現在、クラウドにコスト削減を求める傾向が強いが、情報システ

ムのIT基盤を選定する際に検討すべき要件は、コストだけではな

い。システムに求められる性能要件、扱う情報に合わせたセキュリ

ティ要件、システムのライフサイクルなど様々である。（図５参照）

ITの利活用は益々拡大している。クラウドデバイスと呼ばれる

端末が登場し、情報へのアクセシビリティがビジネスの機動性

を向上させる。また蓄積した大量の情報はビジネスの重要な

資源であり、即時性のある統計分析が注目されている。かたや

セキュリティ遵守、脅威の増加への対応など ITマネジメントの

重要性も上昇している。

　クラウドによって拡大する「ITリソース市場」を活用すれば、

個々のビジネス要件に最適なソリューションを選択することが

できる。その結果、企業情報システムは様々な ITリソースが複

合したハイブリッドクラウドを形成することになるだろう。

  （2）ITSM（IT Service Management）；ITサービスのマネジメント活動全般
  （3）ITIL（Information Technology Infrastructure Library）；ITサービスマネジメントのベストプラクティスを集めたフレームワーク
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1.2  クラウドとつながる様々なシステム
　混在環境であるハイブリッドクラウドには様々な構成要素が

ある。構成要素を設備の所有者から利用者への提供形態によ

り、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス

の三種類とし、さらに運用主体がサービスの提供側か利用者側

かによって分類した。（図２参照）

　業務アプリケーションに与える IT基盤の特性は、提供形態ご

とに異なる。

　例えば、パブリッククラウドは、クラウド事業者が持つ設備

を共用するため投資が不要であり、初期コストを抑えることが

できる。サービスによっては、柔軟なスケールアウトが提供さ

れ、ビジネスの要求に応じた俊敏性が実現できる等のメリット

があり、一定期間又は一定時間にアクセスが集中するようなシ

ステムやパブリッククラウド事例によく見られる大量のログを

管理するシステムに適している。

　一方、オンプレミスはデータを自社内に配置するため、機密

データを扱うシステムに適しており、また自社独自の要件や運

用ニーズに合わせたカスタマイズが自由である、ビジネスノウ

ハウの流出が極力抑えられるなどのメリットがある。

　プライベートクラウドは、その中間であろう。パブリッククラ

ウドのような動的な柔軟性は得られないが、クラウド事業者

の要件に適合しなくとも独自のクラウドを構築することがで

きる。

　ハイブリッドクラウドの構成要素にはそれぞれの特徴があ

り、特性に応じて適正なものを選択するべきである。複数のシ

ステムにより構成される企業情報システムは、全構成要素の組

み合わせの可能性がある。
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ハイブリッドクラウドの多様性
～クラウドコンピューティングによるIT基盤の最適化～

1.  はじめに

特集1

概要
　ハイブリッドクラウドは、2つ以上のクラウドから構成されるクラウド基盤と定義されるが、企業情報システムが

クラウドだけで完結することはない。本稿では、定義を拡大し、少なくとも1つ以上のクラウドを含む2つ以上の

サービスから構成される基盤全てと捉えることとする。

　従来、企業は設備の所有が前提であり、そのため投資リスクを保有していた。ところが、仮想化技術によって、

パブリッククラウドだけでなく企業内においても、短期のビジネスに合わせた設備の利用が可能となった。現在

は、オンプレミスに加え、パブリック、プライベートなどのクラウドによってIT基盤市場は多様化している。

　IT基盤の選択の拡大によってビジネスへの最適化を実現できる。クラウドの利点とオンプレミスの利点をそれ

ぞれ活かし、様々なシステムがつながる複合的（ハイブリッド）な環境を志向すべきである。その環境では、ITの

ガバナンスを維持するためサービスマネジメントの共通化が重要となるはずである。

　本稿では、ハイブリッドクラウドが生むメリットとその可能性について論じる。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

1.1  クラウドだけで企業のシステムは成り立つか
　クラウドコンピューティング（以下クラウド）の適用領域は、

クラウドの特色である時間利用やスケールアウトなど利用シーン

とともに例示される。しかし現実の適用に際しては、セキュリ

ティ要件や既存システムの運用要件などとの不適合が発生す

るケースも多い。

　現時点のクラウドは万能ではない。新しい技術は、従来の技

術との相互補完、既存システムとの連携、移行を通して普及し

ていくはずである。クラウドの利点とオンプレミスの利点をそ

3.1  多様化の推進と懸念はオープン化以来の課題
　局所最適化した ITリソースの組み合わせに対する懸念はある

だろう。例えば「連携できないシステムが林立する」、「セキュリ

ティが保てない」、「複雑でマネジメント不能になる」といった IT

のガバナンスに関わる課題が想定される。これらは、クラウドに

限定された課題ではなく、オープン化によって多様性を推進した

現在のITに共通した課題である。

　システム間連携に関しては、クラウド間の相互運用の標準化

も検討されている。しかしクラウド上で稼働するシステムの相互

接続性、相互運用性の点では、クラウドは新しい技術ではない。

従来のEAIやSOAといった手法、ファイル連携やDB連携といっ

たデータ共有の方式、ブロードバンドネットワークなどが適用可

能である。

　例えば、ITリソース選定の際にオンプレミスとの相互運用に

必要な「セキュアなネットワークアクセスの提供」や「遠隔から

のデータ操作のためのWebサービスの提供」などが具体的な要

件となる。

　セキュリティや ITマネジメントに関する懸念もIT全般の課題で

あるが、多様性を許容したハイブリッドクラウドではその重要性

は増す。変化に対応できる管理フレームワークと改善プロセスの

導入が必要である。

3.2  サービスマネジメントの共通化による
　　   IT管理の統合
　ハイブリッドクラウドにおけるITマネジメントは、IT管理の

潮流でもあるITSM（2）やITIL（3）で示されるところのサービス

マネジメントが適していると考える。

　ハイブリッドクラウドは、クラウド事業者から ITリソースを

一定の仕様とSLAを持つサービスとして調達し、自社の所有す

る設備と組み合わせた統合サービスとして利用者に提供する。こ

の時、最終利用者にはリソースの所在は問題ではない。最終利

用者に提供すべきサービスレベルを管理するサービスマネジメ

ントを構築することが必要である。

　例えば「コストを削減するためにパブリッククラウドを利用

するが、自社設備でないため問題発生時に即時での検知がで

きない」といったことがあるだろう。この場合、クラウドサービ

スのサービスレベルと最終利用者に対するサービスレベルを

元に、「クレーム発生時のエスカレーションの指標・体制や代

3.  ハイブリッドクラウドの実現に向けて

れぞれ活かした複合的（ハイブリッド）な IT環境を志向すべき

ではないだろうか。

　NIST（1）では、ハイブリッドクラウドを「２つ以上のクラウド

から構成されるクラウド基盤である。」と定義している[1]。し

かし、企業情報システムの全てがクラウドで完結することはな

い。クラウド同士だけでなく、既存システムなどクラウド以外

との連携が発生する。

　本稿では、NISTの定義を拡張し「ハイブリッドクラウドと

は、少なくとも1つ以上のクラウドを含む２つ以上のサービス

から構成される基盤全てを指す。」と捉えることで、適用領域

を拡大し、利活用の局面について考察する。

替手段の実行プロセスを設計する」といったことが考えられる。

　ただし、クラウドサービスは予めサービスに仕立上げられて

いるため、例えばエンタープライズ向けサービスが最終利用者

に提供するサービスへの適合性が高い場合、マネジメントの負

担は決して重くはないだろう。また、クラウドサービス導入に

よる個々のマネジメントの軽減もリソース選択の要素である。

　業務アプリケーションの仕様もクラウドサービスの仕様も

様々である。しかしビジネス要件に応じた個々のサービスの戦

略・設計・移行・運用から継続的改善の管理フレームワークを

共通化し、一つのサービスカタログに収めることで ITのガバ

ナンスが維持できるだろう。

　サービスマネジメントは決して新しい概念ではないが、今後も

様々なサービスやプロダクトが開発されるであろう。複合化が進

むITにはサービスマネジメントの共通化が、より重要となる。

　インテックは、アウトソーシングサービス事業、ネットワークサー

ビス事業を営んでいるITサービスのプロフェッショナルであり、

ITSMS（4）、ISMS（5）といった認証を受けた高品位のサービス

を提供している。またオンプレミス型のお客様に向けては、仮想化

による統合IT基盤のエンジニアリングサービスを提供している。

　２０１０年３月にはエンタープライズ向けクラウドサービス

EINS/SPSの提供を開始した。オンプレミス型設備のアウト

ソーシングとエンタープライズ向けクラウドの複合型、所有型

クラウドとパブリックサービスの複合型など、ハイブリッドクラ

ウドを構築、提供するサービスを拡充している。

　さらに統合に当たって懸念となるセキュリティに関する専門

サービスを持ち、その他の様々なアプリケーションサービス、プ

ロダクトがある。個々のお客様のシステムの規模や環境、運用課

題などにより異なる要件に対し、最適なソリューションを組み立

て、システムインテグレーションをサービスインテグレーション

へと拡張し、クラウド時代の総合的なソリューションを提供する。

5. おわりに
　クラウドが注目され始めてからほぼ一年が経過し、情報収集

から具体的な導入検討と共に、冷静な評価が下される時期に

入っている。

　クラウドは景気の低迷も相まってコスト削減の手法として捉

えられている側面が大きい。この効果はケースバイケースであ

る。特にシステム全体をクラウド化する場合では、コストや制

限事項など、期待と異なることが多いため幻滅感が拡がる可

能性があるだろう。

　確かに現時点ではクラウドは企業情報システムのすべてを置き

換えるほど万能ではない。しかし、クラウドがもたらす効果はコ

スト削減だけではない。システム構築時の ITリソースの選択肢

の拡大による IT基盤の最適化といったメリットは、今までには

ない価値を生む大きな変化である。また ITベンダ各社はクラウ

ドへのシフトを強めており、クラウドは更なる進化が期待できる。

　IT環境は依然として複雑であるが、適用の場面は増加して

いる。ITの利活用の拡大に対応するには、サービスマネジメン

トを整備した上で、局所最適であってもクラウドが生むメリッ

トを積極的に享受する方向が良いと考える。その結果、企業の

IT基盤のハイブリッド化は進むであろう。

　クラウドを含め、インテックはSIerとして、最適なサービスや

ソリューションのインテグレーションを提供する。
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2.1  仮想化による業務アプリケーションとIT基盤の分離
　従来型システムの場合、その多くが業務アプリケーションご

とに情報システムが構築され、業務アプリケーションと IT基盤

は一体化している。システムとしての性能を決定する要素の多

くはCPUやメモリ、ストレージ容量など IT基盤にあるが、一度

調達したハードウェアのスケールアップ、スケールダウンは拡

張性の高い高価なハイエンドサーバでなければ実現できない

ため、一般的には硬直したシステムとなっている。

　ところが、仮想化技術により、企業の IT基盤が統合される

と、業務アプリケーションは仮想ハードウェア上で稼働するよ

うになる。逆に捉えれば、仮想ハードウェアが提供されれば、

物理的な環境は問わない。両者は分離し業務アプリケーション

は IT基盤を自由に選択・拡張できるようになりシステムは柔軟

性を得た。（図３参照）プライベートクラウドだけでなく仮想化

技術を用いたパブリッククラウドならば、同じ仮想ハードウェア

をサポートしていれさえすれば選択肢に入る。

　仮想化技術が拡がることで、業務アプリケーションは IT基

盤との拘束から解放されたと言える。業務アプリケーションに

合わせたIT基盤をもって経済性を得るというダウンサイジン

グ以来の常識が変わろうとしている。

2.  ハイブリッドクラウドによる最適なIT環境

2.2  ビジネスと情報システムのライフサイクルの一致
　業務アプリケーションが IT基盤の拘束から解放された意味

は大きい。

　従来、情報システムのライフサイクルはハードウェアの償却期

間に左右されることが多く、償却期間の満了をもって、業務アプ

リケーションとIT基盤の刷新を行うのが通常であった。しかし、

近年ビジネスのスピードは増しており、情報システムにもビジネ

スの変化に即応できる俊敏性が求められるようになった。

　例えば、会計年度内に実行に移されるビジネスの場合、“いつで

も始められる”利用型のクラウドは、このニーズに応えることがで

きる。また、数か月や1～２年といった短期間のビジネスの場合

も“いつでも止められる”クラウドはマッチする。

　一方で、長期にわたって安定した利用が見込まれる投資リスク

の低い情報システムもある。この場合はオンプレミスが有力な選

択肢となる。更に拡大が見込めるならば、プライベートクラウドに

よって柔軟性を持たせても良い。パブリッククラウドでスモールス

タートして、事業が軌道に乗ったらオンプレミスやプライベートク

ラウドにするという選択肢もある。

　ビジネスは流動的である。業務アプリケーションが仮想化技術

によってIT基盤との拘束から解放されていれば、ビジネスと情報

システムのライフサイクルを合わせることが可能である。

2.3  クラウドによるIT基盤市場の多様化
　これまでIT基盤の調達は、情報システムの要件に基づいてサイ

ジングを行い、ハードウェア・ベンダーが提供する製品ラインアッ

プの中からコンピュータを購入するという形で行われてきた。

　クラウド事業者（プロバイダー）が提供するIaaS( Infrastructure 

as a Service)でも同じようにCPU、メモリ、ストレージ、ネットワー

クといったITリソースの単位でメニュー化されており、業務アプリ

ケーションの要件に基づいてメニューから選択し、利用契約を締

結する。プライベートクラウドでも利用開始の際は同じであるが、

予めリソースを全社の業務アプリケーションの要求に基づいて共

同購入する形態である。

　IT基盤の調達手段は、プライベートクラウドを構築する仮想化

製品を含めた関連市場の拡大や各社のクラウドサービスへの参

入により多様化し、ハードウェアとサービスが混在した「ITリソー

ス市場」とも呼べる様相を呈している。（図４参照）業務アプリ

ケーションが求める要件を提示することで、この市場から適した

ITリソースを選定し調達することができる。

2.4  クラウドが可能とするIT基盤の最適化
　クラウドがもたらす調達の変化以前は、必ずしも情報システ

ムにフィットした IT基盤が調達できていたわけではなかったの

ではないだろうか。表１にあるような課題に対しては過剰な IT

基盤を調達するか、リスクを抱えるか、システム化をあきらめ

ざるをえなかったはずである。クラウドによって調達の選択肢

が拡大したことにより、システム構築の際のIT基盤の最適化が

促進されるだろう。

　現在、クラウドにコスト削減を求める傾向が強いが、情報システ

ムのIT基盤を選定する際に検討すべき要件は、コストだけではな

い。システムに求められる性能要件、扱う情報に合わせたセキュリ

ティ要件、システムのライフサイクルなど様々である。（図５参照）

ITの利活用は益々拡大している。クラウドデバイスと呼ばれる

端末が登場し、情報へのアクセシビリティがビジネスの機動性

を向上させる。また蓄積した大量の情報はビジネスの重要な

資源であり、即時性のある統計分析が注目されている。かたや

セキュリティ遵守、脅威の増加への対応など ITマネジメントの

重要性も上昇している。

　クラウドによって拡大する「ITリソース市場」を活用すれば、

個々のビジネス要件に最適なソリューションを選択することが

できる。その結果、企業情報システムは様々な ITリソースが複

合したハイブリッドクラウドを形成することになるだろう。

  （2）ITSM（IT Service Management）；ITサービスのマネジメント活動全般
  （3）ITIL（Information Technology Infrastructure Library）；ITサービスマネジメントのベストプラクティスを集めたフレームワーク
  （4）ITSMS（IT Service Management System）；JIS Q 20000-1:2007（ISO/IEC 20000-1:2005）情報技術―サービスマネジメント―第１部：仕様
  （5）ISMSI（nformation Security Management System）；JIS Q 27001:2006（ISO/IEC 27001:2005）情報技術―セキュリティ技術―情報セキュリティマネジメントシステム―要求事項

4.  インテックのサービス・ソリューション
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バッチ専用のため稼働率の低い設備がある。
オンライン停止時間内でしか利用できない。

アクセス数が読めない。
外部委託するにもセキュリティポリシーに抵触する。

事業規模に応じたシステム投資が必要である。

常時使用しない処理を外部のクラウドで稼働さ
せる。オンライン時間に制限がなくなる。

エラスティック（伸縮自在）なパブリッククラウド
とオンプレミスのハイブリッドで利用する。

初期投資が不要で利用型のクラウドを活用する。

稼働率の低い設備がある。
タイトなバッチスケジュールになっている。

インターネットに公開するシステムが持てない。

事業の流動性と設備固定費のバランスが取れない。
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図４  ITリソース調達方法の変化

1.2  クラウドとつながる様々なシステム
　混在環境であるハイブリッドクラウドには様々な構成要素が

ある。構成要素を設備の所有者から利用者への提供形態によ

り、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス

の三種類とし、さらに運用主体がサービスの提供側か利用者側

かによって分類した。（図２参照）

　業務アプリケーションに与える IT基盤の特性は、提供形態ご

とに異なる。

　例えば、パブリッククラウドは、クラウド事業者が持つ設備

を共用するため投資が不要であり、初期コストを抑えることが

できる。サービスによっては、柔軟なスケールアウトが提供さ

れ、ビジネスの要求に応じた俊敏性が実現できる等のメリット

があり、一定期間又は一定時間にアクセスが集中するようなシ

ステムやパブリッククラウド事例によく見られる大量のログを

管理するシステムに適している。

　一方、オンプレミスはデータを自社内に配置するため、機密

データを扱うシステムに適しており、また自社独自の要件や運

用ニーズに合わせたカスタマイズが自由である、ビジネスノウ

ハウの流出が極力抑えられるなどのメリットがある。

　プライベートクラウドは、その中間であろう。パブリッククラ

ウドのような動的な柔軟性は得られないが、クラウド事業者

の要件に適合しなくとも独自のクラウドを構築することがで

きる。

　ハイブリッドクラウドの構成要素にはそれぞれの特徴があ

り、特性に応じて適正なものを選択するべきである。複数のシ

ステムにより構成される企業情報システムは、全構成要素の組

み合わせの可能性がある。
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