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IDCの見解 

コンピューター業界は技術革新によって成長を遂げる。革新的な新技術の採用は、将来への挑戦に対

処する不可欠な要素と考えられるものの、企業は既存の投資設備をも継続してサポートしていかなく

てはならない。既存の設備が日々の業務の基盤をなすインフラだからである。 

クラウドコンピューティング、OpenStackおよびコンテナーテクノロジー、マイクロサ

ービス、そしてモノのインターネット （IoT）といった話題が業界内で交わされる会話

の中心となってきたことを考えると、このことは確かに現在の実情と言える。しかし、

これらの技術変化は既存の設備に取って代わるわけではない。IDCは、今日の業界につ

いて次のような考えを提案する。 

 すべての組織はエキサイティングな新しい技術を受け入れつつ既存の設備をもサポートする

バランスを見出す必要がある。つまり、組織はこれからの数年で重要になってくる新しく勃

興する技術を評価しつつ、現在事業を成立させているシステムを維持し、最新式にするため

の投資を続けるべきである。 

 現代のインフラストラクチャの場合、これは、プライベートクラウドインフラストラクチャ

を採用しそれをハイブリッドおよびパブリッククラウドの消費モデルへと展開させること

（IDCは、サードプラットフォームコンピューティングと呼ぶ）を計画する一方、既存の分

散処理システムとワークロード（IDCは、セカンドプラットフォームワークロードと呼ぶ）

を維持し最新化し続けることを意味する。 

 理想的なアプローチは、次世代のコンピューター操作に必要な条件に対応するデータセンタ

ーの準備をしつつ、既存のワークロードをサポートできる効率のよいインフラストラクチャ

を採用し、投資することが含まれる。現在および次世代の基盤における仮想化、ストレージ、

マネージメントといった一般のコンポーネントの使用は、これからの技術の波により引き起

こされる混乱を最小限に抑え、DevOps（デブオプス）を含む俊敏な ITメソッドの基盤をも

たらす。 

 ほとんどのデータセンターにとって、既存の仮想化されたインフラストラクチャを真のハイ

ブリッドクラウド環境にしていくために、エンタープライズクラウド管理の標準化、強化お

よび採用に投資することが、これから前進していくに当たり必要になる。（信頼できるラン

タイム環境と共にパッケージングとデプロイのためにコンテナーを使うことによって）次世

代のアプリケーション構築を計画し、かつセカンドプラットフォームアプリケーションを最

新式のものにすること両方が主な目標となる。 
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 最新式の標準化されたプラットフォームにとって Linuxや KVMといったオープンソースプラ

ットフォームが中心の要素であるように、オープンソースは今日革新の中心とみなされてい

る。Linuxや KVMが担う役割は、従来および最新式のアプリケーションと物理および仮想の

デプロイメントの両方を縦断した形でのシステム標準化の一つであり、またその役割は業界

において唯一無二のものであると言える。 

調査概要 

この IDCホワイトペーパーは、データセンターの効率性を改善し最新化するという目標設定のもと、

既存のインフラストラクチャへバランスを取りつつ投資する、という今日顧客の直面する困難な問題

について検討したものである。同時に、顧客は開発者の生産性、操作における俊敏性、そしてより廉

価な耐用期間管理を十分に改善することを約束できる新しい技術構築とデプロイメント技術を採用す

る必要がある。我々は、顧客が、既存および次世代のワークロードと標準化および最新化が操作の最

適化を達成するために担う役割をサポートできるインフラストラクチャの使用により、これらの両方

の目標を達成するために必要なオプションを検討する。 

現況概要 

IT産業は自身の改革を重ねてきた歴史があり、我々がさらなる劇的な変化へと突入しつつあるのは明

らかである。 

歴史的に、我々は主なシステムの変化が 10年から 20年ごとに起こるのを見てきたが、影響の小さな変

化はもう少し頻繁に起こっている。過去 15年だけを振り返っても、x86コンピューター産業に多くの

画期的な技術のトレンドが見られた。その中には、x86仮想化の登場、実用的で消費可能なクラウドコ

ンピューティングの利用、抜群に汎用性のあるオープンソースソフトウェアソリューションの登場が含

まれるが、最新のトレンドは、アプリケーション構築とデプロイメント技術の大幅な変化である。 

いくつかの事例では、技術の革新または進化は、既存のソリューションと比べた際、最初は劣るまた

は適さないように見える競合するソリューションとして現れる。これらの最初の欠点は、既存のプラ

ットフォームからは利用できない、達成できないもしくは高価すぎて手に入らない、価値のある特質

とペアになっている。時が経つにつれ、その競争力のあるプラットフォームは、改善し進化するが、

必ずしも従来のソリューションに直接取って代わるものにはならない。これらのプラットフォームは

たいてい新しいパラダイムを創り出したり、古い問題を解決するために新しい方法を採用するように

なり、そのことは新しいプラットフォームが自身を差異化する力を与える。最終的にはこれらの新し

いプラットフォームは、それらが市場に出るために追随したソリューションよりも大きな機能性をも

たらすのである。 

しかしながら、新しいソリューションが完全に従来のソリューションを撲滅してしまうことは稀であ

る。実際、もし新しいソリューションが現在の技術を整然と追い詰めるものだとしたら、それは、新

しく参入したソリューションの俊敏性や革新性を減じ、早期に退化させることになるだろう。そうで

はなく、それぞれの新しい技術は既存のソリューションに取って代わり、補う傾向がある。このタイ

プの置き換え／改善サイクルには、似た例がある。つまり、どのようにラジオが新聞に取って代わり、

かつ競合したか、また、どのようにテレビが最終的にラジオに取って代わり、また時を経てさらにラ

ジオと直接競合したかと同じことである。 

ITモダナイゼーション 

ITモダナイゼーションとは、多様な行為を一つのカテゴリーに集約する広義語である。ITモダナイゼ

ーションは、老朽化したハードウェアやソフトウェアソリューションを最新のバージョンに置き換え
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ることでもあり、また新しい顧客のニーズに応えることのできる新しいソリューションを採用するこ

とでもある。ある組織が開発ツールやインフラストラクチャソフトウェアを付加して意思決定サポー

トと分析ソリューションをアップデートし、モノのインターネットのデータを集め、分析し、経営上

の意思決定をできるようにすることは、この業界で今日よく見られる例である。 

ITモダナイゼーションは、限られたスケジュールで始まり終わるプロジェクトではない。事実、デー

タセンターがこの先何年も価値があると期待されている限り、モダナイゼーションは継続する作業で

ある。データセンターのモダイナイゼーションへの投資をやめると、それは確実に老朽化に向かう。

一方、より投資や置き換えおよび／またはアップデートを必要とする技術の波がある。 

今日、業界はそうしたサイクルの中にあり、大きな変化がすぐそこに迫っている。その変化は、円熟

した x86プラットフォーム、x86プラットフォーム上にプラットフォームとアプリケーションサービ

スのセットを構築しているパブリックサービスプロバイダーの成長、Linuxオペレーティングシステ

ムの激増、アプリケーション構築とデプロイメントに対するアプローチの変化の必要性といった技術

の重なり合いと事業の変遷によって推進されている。 

現在の技術の選択は、以下のいくつかに分類される。 

 アプリケーション開発の変化。新しいプログラミング言語、フレームワーク、アプリケーシ

ョンパッケージングが登場している。これらの変化は真新しいアプリケーションに主に関係

している。現在、顧客は新しいアプリケーションの運営のために Ruby、PHP、Perl、Python、

Java、Node.jsや他のアプリケーションフレームワークを吟味している。多くの場合、我々は

顧客がこれらの新しいアプリケーションのためにコンテナーベースのパッケージングフォー

マットへ移行していくと考えており、典型的なのは Dockerまたは Rocketのコンテナーであ

る。我々は既存のアプリケーションが最新のコンテナーパッケージへ移されたり最新の言語

を使うよう改造されたりすることはほとんどないと考えている。しかしながら、この業界は

既存のアプリケーションと共に発展しているので、これら既存のアプリケーションの経営上

の価値は損なわれない。 

 デプロイメントのオプション。業界はすでに古典的なサーバー／ソフトウェア／アプリケー

ションのデプロイメントモデルに縛りつけられていない。仮想化がベースとなるハードウェ

アからワークロードを開放し、このことが既存のインストールされたアプリケーションやシ

ステムに利益をもたらした。仮想化が最も広範に使用されているデプロイメント技術であり

続ける一方、顧客がプライベートおよびパブリッククラウドリソース両方を利用するシナリ

オへ移行することはごく普通のことになりつつある。どのアプリケーションがどこへ行くの

かの違いはあるにせよ、新しいウェブスケールアプリケーションも伝統的なアプリケーショ

ンも両方ともこれらのデプロイメントオプションから利益を得ている。最新の言語で構築さ

れコンテナーにパッケージングされた最新のアプリケーションは、多くの場合 PaaS

（Platform as a service）デプロイメントモデルのプライベートおよび／またはパブリックク

ラウドへと着地する。古典的なアプリケーションは現在、仮想化環境で展開されることが多

い。これらのアプリケーションは次第にプライベートクラウドとパブリッククラウドのイン

フラストラクチャを利用できるようになっており、IaaS（Infrastructure as a service）モデル

において展開されるであろう。 

 プロビジョニング、自動化、組織化。現代のインフラストラクチャはますますプロビジョニ

ング、自動化、組織化に対応するためのソフトウェアに左右されるようになっている。現在、

新しいインフラストラクチャを構築している顧客は、プロビジョニング（Red Hat Satelliteや

パブリッククラウドインフラストラクチャにもとからあるツール）、オートメーションソフ

トウェア（Ansible、Puppet、Chef）、および組織化（Kubernetes、Mesosphere、

CloudForms）に特化したツールを求めるだろう。しかしながら、より伝統的なアプリケーシ

ョンプロビジョニングやマネージメントソリューションはセカンドプラットフォームアプリ

ケーションと共に継続して使われるだろう。 
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将来の展望 

組織は、既存のインフラストラクチャへも十分なサポートを続けつつ、エキサイティングな新しい技

術に投資する方法を見出すべきである。これは言うは易しだが簡単なことではなく、ほとんどの組織

において、3分の 2から 4分の 3の IT費用は既存のデプロイメントへのサポートと関係している。単

純化して言うと、「明かりをつけっぱなしにする」ということである。IT予算全体のごくわずかな部

分のみが新しい技術に投資するのに使用可能だと考えると、既存の技術の効率を改善する技術へ投資

し、同様に新しいデプロイメントをサポートする必要性がよりいっそう重要になる。 

IDCはほとんどのエンドユーザーの組織がこの状況に直面するのを見ている。ほとんどの企業にとっ

て、重要な「記録のシステム」があり、これは、大規模企業データベース、ERPシステム、他のビジ

ネスアプリケーションが当てはまるのだが、この記録のシステムは大規模に展開され、使用されてお

り、取り替えたり移行することが難しい。真新しいアプリケーション、特に最新の言語とデプロイメ

ントシナリオを使って書かれたものを、既存のものと取り替えることは、不可能な作業であるだけで

なく、リスクを伴う試みである。結果として、顧客はこれらの重要なアプリケーションを保護する傾

向があり、これが時を経て大規模な組織の発展を妨げるレガシーITとなるのである。 

幸運なことに、今日の技術はこれらの古典的なアプリケーションワークロードを十分な効率をもって

サポートし、一方で最新の次世代アプリケーションをサポートしていくことにも適用できる。 

最新の ITインフラストラクチャへの橋渡し 

多くの組織はすでに仮想化ソフトウェア技術の採用を通して最新のインフラストラクチャへの橋渡し

を始めている。現在、ワークロードの 80％は仮想化インフラストラクチャ上で作動しており、それ

は x86サーバー上で俊敏さの水準を創り出しているが、これはほんの 10数年前まではほとんど不可

能なことであった。仮想化インフラストラクチャを持つ利点は以下である。 

 機動性。仮想化インフラストラクチャに乗ったワークロードは本質的によりフレキシブルで

リソースがリソースのニーズに合わせられるところへと移動することができる。 

 標準化。ハイパーバイザー上で稼動するオペレーティングシステムは、ハードウェアリソー

ス上で直接稼動するオペレーティングシステムよりも一貫した様式で操作できる。 

 将来への対応。仮想化インフラストラクチャは伝統的な（セカンドプラットフォーム）アプ

リケーションの入り混じったものを動かすことができ、さらに最新のアプリケーション（サ

ードプラットフォーム）のために必要なインフラストラクチャをサポートできる。 

コンテナーベースのマイクロサービスアプリケーションの集合体をサポートする最新式の環境が、業

界紙またはカンファレンスで完全に注目を集める一方、セカンドプラットフォームワークロードをま

ったくサポートせずにそのコンピュートモデルを採用できるのは、レガシーITを持たない新規のスタ

ートアップ企業だけである。残りの業界企業にとって、セカンドプラットフォームとサードプラット

フォームの両方をサポートする戦略は、最適であるだけでなく必須のことである。当面は、組織はコ

ンテナー化されたサードプラットフォームアプリケーションの構築およびデプロイメントと、セカン

ドプラットフォームアプリケーションの構築およびデプロイメントとを分けておかなくてはならない。

しかしながらレッドハット社のような供給業者は、セカンドプラットフォームアプリケーションをデ

プロイメントと耐用期間管理の観点からほとんどリスクなく、ポジティブな利益だけを提供するコン

テナー化されたデプロイメントに再パッケージングすることを可能にしている。どれくらい幅広い顧

客がセカンドプラットフォームアプリケーションをコンテナーに再パッケージングすることを選ぶか

は、これからわかってくることである。 

サードプラットフォームアプリケーションが好ましいオペレーティングシステムとして Linuxを選ん

だようであるため、Linuxの利用者は、この過渡期をうまく通過し、さらなる利益を享受している。
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結果として同じベーシックインフラストラクチャをセカンドプラットフォームとサードプラットフォ

ームアプリケーションに使うことができる。コンテナーベースのアプリケーションは、Red Hat 

Enterprise Linux Atomic Hostといった「薄い」Linuxオペレーティングシステムと共に使われるよう

意図されている。Red Hat Enterprise Linuxの利用者は簡単に Red Hat Enterprise Linuxと Red Hat 

Enterprise Linux Atomic Hostとを同じ仮想化インフラストラクチャの中で混合したり組み合わせたり

できる。 

オペレーティングシステムを超えて 

今日の顧客の多く、特にアッパーミドルから大きなマーケットの顧客は、環境のための単なるインフラ

ストラクチャソフトウェアではなく、それをかなり上回るものを求めている。大規模組織は、ストレー

ジ、管理、組織化、仮想化、仮想化管理、そしてクラウドシステムソフトウェアを含めたすべてが完全

にそろったソリューションを入手する必要がある。Linuxとオープンソースのエコシステムは先に言

及されたすべての必要条件を含んで、徐々に Linuxを中軸としたモデルへと移行している。つまり、

今日のオープンソースプロジェクトは、通常基本となるオペレーティングシステムとハイパーバイザ

ーは Linuxと KVMであるという仮定で構築される。 

例えば、OpenStackは Linuxと KVMを基礎として仮定し構築された。今日、すべての主要な Linux供

給業者は、自身の Linux関連の品揃えの一部としてまたは提携製品としてOpenStackインプリメンテー

ションを薦める。同様に、オープンソース Ceph分配ストレージシステムソフトウェアといった他のオ

ープンソース技術も Linux供給業者により採用されている。例えば、レッドハット社はオープンソース

を基礎とするストレージソリューションを提供するためにオープンソース Ceph技術をもとに事業を

進めている。 

課題／チャンス 

ITモダナイゼーションプロジェクトの一部として行われる活動は、年月と共に変わってきた。今日の

活動は、統合と標準化の周辺に深く焦点を当てており、その活動は次世代のアプリケーション構築と

デプロイメントモデルを取り入れるため、ますます緊急のものとなっている。 

ITモダナイゼーションに関連した課題とチャンスは以下のものを含む。 

 ハードウェアの標準化。近年、我々は多くの組織がラック最適化またはブレード構成のどち

らかにおいて x86サーバー上で自分たちのハードウェアを標準化するために作業するのを見

てきたが、それと同時にある組織では大規模な x86デプロイメントの付録としてインテグレ

イテッドまたはハイパーコンバージドソリューションを採用している。多くの組織が信じて

いるのは、x86が手ごろな価格／パフォーマンス特質を提供し、これらのシステムは十分な

レベルの有効性と拡張可能性があるということである。プライベートクラウドや仮想化ソフ

トウェアを含む最新のインフラソフトウェアと、より障害に強いアプリケーションプログラ

ミングとデプロイメントモデルを合わせ、x86サーバーは業界で好んで使われるものになっ

てきたのである。 

 標準化は変化を必要とする。標準化された仮想マシンで運営される標準化されたソフトウェ

アスタックは、最終段階では、設備投資と運用コストを抑えることを可能にする。しかし、

標準化インフラストラクチャへ移行していくためにかかるコストが発生する。顧客のチャン

スとしては、ラインオブビジネス（LOB）アプリケーションに関わる低い運用コストを使い

つつも、コンテナーと OpenStackベースのデプロイメントを使った最新のアプリケーション

構築を手に入れられるということである。 

 最新化されたインフラストラクチャはパブリッククラウドとより互換性がある。より最新か

つ標準の企業の ITほど、パブリッククラウドが提供する IaaSや PaaSへより簡単に（かつ低
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コストで）移行できる。パブリッククラウドは標準化されている。つまり標準化は経済利益

を提供する。使用者のデータセンターが標準化されるほどパブリッククラウドで成功できる

可能性が高まる。すべての組織がパブリッククラウドインフラストラクチャに大急ぎで移行

しているわけではないが、時機が来たときにパブリッククラウドへ移行できる技術を手にし

ているのは有利なことである。しばらくの間、パブリッククラウドインフラストラクチャと

類似した技術が使用できるプライベートクラウドを運用することは将来の発展を容易にする。 

 オペレーティングシステムとインフラストラクチャソフトウェアの標準化。仮想化標準化に

対して起こっている類似の現象は、ベースオペレーティングシステムを含む関連したインフ

ラストラクチャソフトウェア層の標準化である。最小限のオペレーティングシステム製品

（納入業者）、さらに、所定の納入業者においてさえも、限られた数のリリース版を使うこ

とはサポートマトリックスを減らし、運営コストを低く抑え、耐用運用期間管理の難しさを

削減し、そして標準化ソフトウェア製品の選択はさらにスタックを推進する。我々は、コン

テナーが最新のアプリケーションのためにデプロイメントエンジンとして配備された環境で

使用されることを意図した、余計なものをそぎ落とした設定、いわゆる「薄い」オペレーテ

ィングシステムへの関心が相当高まっているのを目の当たりにしている。 

 仮想化およびプライベートクラウドインフラストラクチャソフトウェアの標準化。仮想化ソ

フトウェアは劇的なインパクトを最新のデータセンターに与えてきた。我々は、商業化され

たバージョンの Red Hat Enterprise Virtualization、VMware vSphere、Microsoft Hyper-Vとい

った KVMの 3つの主要なハイパーバイザーを顧客のために使った仮想化エンジンレベルの標

準化を目の当たりにした。これらの 3つのうち、KVMハイパーバイザーを使って構築された

ソリューションが、評判の良い OpenStackクラウドシステムソフトウェア技術と連携した使

用のため、業界内で好まれるようになってきている。インフラストラクチャソフトウェア標

準化の次のステップは、基盤となるインフラストラクチャ層をさらにいっそう標準化できる

Dockerなどのアプリケーションコンテナー技術の浮上と OpenStackによってもたらされる。 

 イネーブラーとしての管理。標準化のより大きなレベルへの動きは、ワークロードを立ち上

げ、管理し、組織化する ITの負荷を削減することと直接的な関連がある。自動化したレガシ

ーアプリケーションは問題を抱えている一方、ほとんどの IT組織は最新のサードプラットフ

ォームアプリケーションで自動化を改善できる可能性を認識している。一般的に、サードプ

ラットフォームソリューションのデプロイメントはプライベートまたはパブリッククラウド

に着地し、それ自体はセルフサービスプロビジョニングツールの従属物であるが、管理のた

めにオートメーションソフトウェアを使い、手動管理に対してソフトウェアを使って組織化

される。レッドハット社は、DevOpsデプロイメントモデルをサポートできるようマネージ

メントポートフォリオを拡張するため組織の発展と獲得（最近では Ansibleの獲得）の両方に

投資している。 

 アプリケーションパッケージの標準化。今日この産業でとりわけエキサイティングな進展は

アプリケーションコードとその直接の従属物（ランタイムライブラリ、フレームワークな

ど）が「コンテナー」内でグループ化されるのを可能にするアプリケーションコンテナー技

術の出現である。そして、この一体型のアプリケーションは、攻撃対象領域を少なくでき、

またシステムが使用するランタイムコンテナーに直接の影響を与えることなく修正と維持が

できる能力もある、多くのものを含まないオペレーティングシステムスタック上で使用され

る。 

 アプリケーションの可搬性。アプリケーションの可搬性の利点は、アプリケーションの標準

化と直接の関係がある。組織が次世代アプリケーションを使ってサードプラットフォームの

デプロイメントへ移行するにつれ、これらのアプリケーション、およびアプリケーションの

グループは、コンテナーパッケージングによって提供される抽象作用のおかげで、プライベ

ートクラウドからパブリッククラウドへ、または、あるパブリッククラウドから別のパブリ

ッククラウドへと移すことが可能になっている。 
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 ストレージの標準化。プライベートクラウドとハイパーコンバージェンスへの拡張として、

業界は、Ceph、Swift、Cinderといったオープンソースプロジェクトを通したストレージシス

テム標準化へのはっきりとした動きを見てきた。今日、業界はネットワークインフラストラ

クチャのレベルで次の段階の標準化へと向かっている。 

 モダナイゼーションは変化を促すマネージメントを必要とする。内部顧客を、最新のオペレー

ティングシステムへ移行すること、また最新のインフラストラクチャソフトウェア層を採用

するよう促していくことは重要である。もし内部顧客がモダナイゼーションのための努力をサ

ポートしたがらない場合、事前対策となる変化を促すマネージメントの必要を見越しておくこ

とが重要である。 

 

結論 

革新は技術産業の特質である。変化は、混乱を伴いまたコストもかかると受け取られるだろう。しか

しそれにもかかわらず変化は、もし組織が競争力を保ちめまぐるしく変化する世の中で朽ちていくの

を避けたいのであれば、必要である。 

組織は、既存のビジネスに不可欠なインフラストラクチャとサービスの必要性のバランスを取りつつ、

絶え間なく変化する競争の激しい領域で競い合い勝利していくために俊敏なアプリケーションデリバ

リを可能にしていく方向で変化を受け入れる必要がある。 

オープンソースソフトウェアは、俊敏で競争力を保ちたいと望みつつも、既存のビジネスに不可欠の

アプリケーションを維持し最新化を効率よく行いたいとも望んでいる組織を成功に導きうる鍵の一つ

として登場してきた。 

多くのデータセンターにとって、将来のコンピュートパラダイムへの道は、絶え間なく巡るインフラ

ストラクチャの標準化と最新化を必要とする。既存のインフラストラクチャのために信頼できるラン

タイム環境を併用しつつ次世代アプリケーションの構築をアプリケーションパッケージングとデプロ

イメントのためのコンテナーを使用して計画することは、依然として長期の努力目標である。 
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