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IDC の見解 

厳しい経済情勢の中、経営幹部による意思決定の過程で、収益強化につながるプロダクションサ

ービス（製品の製造と販売以外の業務を通じて収益を生み出す仕組み、業務代行、コンサルティ

ングなど）が重要課題として議論されるようになり、インフラストラクチャおよび運用

（Infrastructure and Operations：以下 I&O と表記）チームがビジネスに関与することの重要性とそ

の価値が高まっている。I&O チームは、スケーリング、自動化の促進、ワークロード配置、迅速

な意思決定を可能にするチーム横断的な連携を通じて、運用効率を向上させるツール、プロセス、

アナリティクス、データアクセスおよびダッシュボードを提供するように求められている。経営

幹部は、購入決定に際してこれまで以上に慎重な精査を加え、ベンダーロックインによって生じ

る高いコストを回避するため選択と統合を求めようになり、また、優れた顧客エクスペリエンス

を実現する高可用性を持つサービスの提供がこれまで以上に重要となる。ハイブリッドクラウド

の最適化によって、I&O チームには、事業方針に基づいたワークロード配置を最適化できる可視

性、知見（インサイト）、およびアクションが提供されると同時に、プライベートクラウドとパ

ブリッククラウドに渡ってサービスを管理する機会が与えられる。世界中に分散したワークフォ

ースと動的な顧客エンゲージメントモデルというニューノーマル（新たな常識）時代を迎える中

で、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）と厳しさを増す経済情勢を踏まえ、I&O 部門の幹部

は、より豊富な情報に基づいてワークロード配置の決定を行い、リモートワーカーのサービスの

透明性、コンプライアンス、およびビジネスの継続性と回復力を向上させるための措置を取るべ

きである。 

調査概要 

本調査レポートは、アプリケーション、ネットワーク、およびエンドユーザーエクスペリエンス

全体で最適な水準のサービスパフォーマンスを維持しながら、変革をもたらし、なおかつ運用コ

ストを削減するというプレッシャーにさらされている I&O チームに対し、アクショナブルな（行

動につながる）指針を提供する。さらに、ハイブリッドクラウド管理データおよび情報も提供し

ており、厳しい経済環境や急速に変化するビジネス状況の中で成果達成を加速させるために、デ

ータ駆動型の意思決定と最新の統合テクノロジーを用いたビジネスに対する I&O チーム特有の価

値向上に利用されるはずである。また、本調査レポートは I&O チームに対し、ハイブリッドクラ

ウド管理手法を実行するためのロードマップを提供しており、それによって、アプリケーション、

インフラストラクチャ、ネットワーク、およびエンドユーザーエクスペリエンスに渡ってこれま

で断片化されていたデータソースが統一および分析され、複数のクラウドにまたがる最適なワー

クロード配置の決定が促進されると同時に、運用効率とコスト効率の向上、連携強化、および満

足度の高いビジネス成果が実現できるようになる。 
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概況 

過去二度に渡る景気後退（2001 年と 2007 年）を通じて歴史が示してきたように、I&O チームは、

顧客への高いサービス水準を維持しつつ、重要なビジネスプロセスの変革を成功させる中心的な

存在である。厳しい経済情勢の中で、収益に結びつくプロダクションサービスの創出が幹部の意

思決定において重要視され、さらに、コスト効率およびプロセス効率と成果を実現できるチーム

がますます注目され、多くの予算を集める傾向が強まる方向性により、I&O チームの存在感とそ

のビジネス価値に対する認識が高まるのは自然なことである。チームは、選択、エクスペリエン

ス、速度という 3 つの柱を軸に編成できる。成長およびテクノロジーを試すための実験プロジェ

クトは依然として重要ではあるが、I&O チームが提供多様な機能、つまり、収益を生み出す既存

のプロダクションサービス、それに伴う（あるいは絶対的に必要な）IT 管理、オーケストレーシ

ョン、およびデリバリー機能、などに取って代わるほど重要なものはない。経済環境が厳しさを

増す中で、急速に変化するビジネスおよび組織の要求や過酷なコンプライアンス要件に対応する

ため、I&O チームと DevOps チームは、スケーリング、自動化の推進、迅速な意思決定を可能に

する運用効率とチーム横断的な連携を向上させるツール、プロセス、データアクセスおよびダッ

シュボードを提供しなければならない。 

COVID-19 はすべてのビジネス、そして世界を一変させた。これまで以上に、経営部門およびテク

ノロジー部門の幹部は、回復力を高め、より迅速に行動し、変動するビジネス状況に適応するた

めに、自社のテクノロジーアーキテクチャをビジネスアーキテクチャとみなして対処する必要が

ある。これらのアーキテクチャ、プロセス、およびチームの効率化と最適化が進むにつれて、ま

すます企業の競争力が高まり、収益力が向上する。2020 年 3 月から 4 月にかけて実施された IDC
ユーザー調査『COVID-19 Impact on IT Spending Survey』では、339 人の回答者のうち 50％が、パンデミ

ックをきっかけに、インフラストラクチャソフトウェアへの支出を増やすか、少なくとも現状を

維持すると述べている。 

こうしたインフラストラクチャソフトウェアへの投資を促す要因の一つとして、オンプレミスの

データセンターリソースとクラウドリソースを連携させる必要性が挙げられる。アプリケーショ

ン層を含む、基盤となるインフラストラクチャすべてに渡って可視化を実現することは、I&O に

求められる重要な要件である。ここから生じる複雑さを克服するため、サービスの透明性と高度

な分析モデルの必要性が高まり、その結果、問題が迅速に特定され解決されることで、顧客への

影響が軽減（または防止）される。また、ワークロードごとに「最適な」クラウドアーキテクチ

ャを選択するという能力が求められ、コストの最適化およびビジネスリスクの軽減が実現する。

さらに、複数のベンダーから供給されたツールを統合する必要性も高まり、その統合によって、

顧客は長期に渡るライセンスの透明性と柔軟性を獲得でき、ベンダーロックインの回避が可能と

なる。 

I&O 部門の幹部は、インフラストラクチャ管理と自動化、およびネットワーク、コンピューティ

ング、ストレージデバイスのライフサイクル管理に加えて、従来のクラウドネイティブかつコン

テナベースの環境を管理する能力も求められる。Kubernetes クラスター、ポッド、およびホストへ

の深い知見（インサイト）と可視性に加え、この情報を他の評価指標やデータと組み合わせる能

力は、サービスの可用性を管理対象の全域（エンドツーエンド）に渡る可視化によってクラウド

ネイティブなアプリケーションに内在する問題を特定し解決するためには欠かせない能力と言え

る。これらのアプリケーションの多くは、古典的、すなわちレガシーなシステムやアプリケーシ

ョンとの統合が進むにつれ、多数のクラウドアーキテクチャを横断しますます分散して存在する

傾向にある。 
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複数のクラウド、インフラストラクチャ、アプリケーションに渡る可視性と知見（インサイト）

に加え、これらの統合データプールへのアナリティクスの適用がかつてないほど重要になってい

る。アナリティクス機能によって、自動ワークフローを実現するためのより正確なきっかけが提

供され、パフォーマンスパターンに対するより深い知見（インサイト）が得られる。予算管理が

厳しさを増し、環境がさらに複雑になる中で、現行の I&O チームの生産性と既存リソースの効率

化を実現する能力の重要性が増している。開発チームは、アジャイルおよび DevOps プラクティ

スの結果として、アプリケーションの開発スピードと導入頻度を上げる必要がある。IDC の調査

レポート『IDC FutureScape: Worldwide Developer and DevOps 2020 Predictions（IDC #US44636519、2019 年 10
月発行）』では、「2022 年までに、DevOps チームの 50％がビジネス KPI（コスト、収益など）に

焦点を合わせたツールへの投資を推進し、エンドツーエンドのアプリケーションパフォーマンス

とビジネスへの影響において、運用の果たす役割がより大きくなる」と予測している。 

少数でより多くを処理する（doing more with less）ことは、当面の間、重要なスローガンとなるで

あろう。アナリティクスによって、リソースプロビジョニングを実現するセルフサービスインタ

ーフェースを通じて自動的に実施するビジネスルールとポリシーの作成が可能となり、I&O チー

ムは需要と供給を管理できるようになる。さらに、開発者は、同じポリシーとルールを適用する

ことで、コストの削減あるいは抑制につながる「最適な」ワークロード配置とリソース割り当て

に関する手引きが得られる。この組み込まれた自動機能によって、ビジネスリスクが低下し、重

要なサービスの管理とオーケストレーションが迅速に改善される。I&O チームは複数のクラウド

に単一のポリシーを適用することも可能であり、それによって管理のオーバーヘッドを削減しな

がら、サービスデリバリーの一貫性を向上させることができる。 

Cisco Intersight Workload Optimizer 
シスコシステムズは、SaaSベースのソリューションである Intersight Workload Optimizer を提供して

いる。これは、オンプレミスおよびクラウドでの導入など、さまざまなインフラストラクチャ、

アプリケーション、およびワークロードが存在する複雑な環境において、IT 組織がリソースの利

用を最適化し、コストを制御し、必要なパフォーマンスを提供することに役立つ。 
Cisco Intersight Workload Optimizer は、必要に応じてリソースをワークロードに配分できるようにリ

アルタイムに実行され、全体的なシステム運用のパフォーマンスと健全性を最適化する。このソ

リューションによって、配置、サイズの変更、およびキャパシティの決定が継続的に実行可能と

なり、最適なシステム利用率とアプリケーションパフォーマンスが達成される。 

顧客エクスペリエンス 
IDC は、Cisco Intersight Workload Optimizer を使用している大規模なエンタープライズ IT 組織を持

つ 2 社に対し、直接インタビューによる調査を行った。両組織とも、変革の真只中にあり、より

優れたインフラストラクチャパフォーマンスを求め、コストダウンの機会を模索している。どち

らの組織もこの製品を用いて、できる限り自動化機能を活用しながら、VM とインフラストラク

チャのプールサイズの適正化を図っている。これによって、さまざまなワークロードやアプリケ

ーションに対応するために必要なサーバー数を削減し、実際の VM構成を「調整（truing up）」す

ることでライセンス料を最適化するなど、リソースの節約が可能となっている。このソリューシ

ョンを使用することで、両組織ともにインフラストラクチャの密度とパフォーマンスが向上し、

運用効率とキャパシティ管理の意思決定を促進する主要な評価指標に関する報告を通じて、開発

チームとの連携が強化された。 

最初に取り上げる顧客は世界的な製薬会社であり、コスト削減を目的として Cisco Intersight 
Workload Optimizer を導入した。同社は、20 におよぶ VMware vCenter のインスタンス（実行イメー

ジ）に対し、それぞれ個別にライセンス設定を行う代わりに、一つのコンソールから統合管理を

実現する上で必要なライセンスルールを設定するため、この製品の使用を開始した。この作業に

要する時間は「これまでの 8 時間から 30 分」に短縮され、コスト削減とチームの生産性が向上し

た。運用チームは、ストレージや VMの使用率が低下することによってコスト削減につながると
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考えていたが、他のグループは最適化されていることを実感していた。Cisco Intersight Workload 
Optimizer を使用することで、運用チームは使用率の低いリソースを示す確かなデータの収集とレ

ポート作成が可能となり、それに基づいた開発チームとの協力関係が強化されスムーズな意思決

定が促進された。インフラストラクチャのパフォーマンスが向上したことで、開発チームはコス

トを最適化しながらより迅速に行動できるようになった。この製品によって「原価抑制」が実現

した。さらに、IT サービスデスクを提供する ServiceNow との「シームレスな統合」が実現できた

と顧客は述べている。ServiceNow は、コスト削減と同時に顧客エクスペリエンス向上に向けた自

動ワークフローを提供するサービス管理ソリューションとしても機能する。 

2 番目の顧客である大規模な小売店チェーンは、リソースのサイズ適正化、キャパシティ管理、顧

客対応の管理という面で、前の例と同様のビジネス成果とベネフィットを達成した。このソリュ

ーションは、これらの作業の多くを自動化し、コスト削減と従業員の生産性向上に向けた貴重な

推奨事項を提供する。自動化によって、VM、CPU、ストレージ、およびメモリーのキャパシティ

管理にかかる時間が「数週間から数分」に短縮され、その結果、チームの生産性が向上し、コス

トが削減された。その一例が、27TBのストレージの削減である。顧客は、複数台の VM のテスト

自動化プロセスでそのソリューションを使用しており、「見事に機能している」と述べている。

サイズを適正化する作業は手動が一般的であり、自動化プロセスの構築は困難であったが、この

製品によって非常に簡素化されている。自動化機能を使用した結果、顧客は「時間の節減、従業

員の生産性、P0 インシデントおよび P1 インシデントの数の削減、警告発生の減少」などの複数

の指標を用いて、本製品の導入は成功であったと判断している。 

将来の展望 

I&O チームは、パフォーマンスを最大化しながら、ビジネスの継続性を維持し、それによって

I&O チームのビジネスへの関与の重要性とビジネス成果を向上させる非常に大きな機会を手にし

ている。I&O チームは、ハイブリッドクラウド管理とワークロード配置の導入に際し、IDC の顧

客調査に基づいた 7 つのステッププランを検討すべきである。以下にそのステップを示す。 

1. コストの透明性と最適なリソースの利用を実現するツールとプロセスにリソースを投入す

る。利用率と価格を重要な要素として、オンプレミスまたはパブリッククラウド全体でリ

ソースの増減を自動化するという構想を検討する。 

2. データセンターとパブリッククラウド間のグローバルな接続を簡素化し、ネットワークと

アプリケーションのパフォーマンスを向上させながら、メンテナンスと運用にかかるコス

トを削減する。 

3. 複数のクラウドに渡って透明性とコストの最適化を実現し、さらに顧客に影響を及ぼすダ
ウンタイムを削減するため、従来型またはレガシー、クラウドネイティブ、コンテナベー

ス、など多様なアプリケーションのパフォーマンス監視機能と管理機能を統合する。 

4. マルチクラウドでのデータ収集および分析を計画して、ダウンタイムをなくし、問題の迅

速な特定に役立つ問題特定および解決プロセスの合理化を図る。 

5. 契約締結前にクラウド出口戦略を計画することで、クラウドベンダー、ハイパーバイザー

ベンダー、Software-Defined ネットワーク（SDN）ベンダーによるロックインを回避する。

それぞれの契約がロックインの一形態であることを認識し、デューデリジェンスプロセス
を強化し、新たな DevOpsおよび I&O プラクティス、および新たな開発および管理ツール

やプロセスを、時間をかけて計画することで、リスクを軽減する。 

6. SLA 契約およびポリシーを見直して、ネットワーク、アプリケーション、および関連イン

フラストラクチャに及ぶ重要な可用性およびパフォーマンス指標を把握する。ダッシュボ

ードが十分な透明性を提供するという保証を得て、サービスレベルが満たされていない場

合、どのような結果になるかを理解する。 

7. 各アプリケーションワークロードの重要な要件を検討する。ワークロード最適化および配

置ポリシーについて、手動によるものと、コスト効果の高い自動化されたものの両方のロ

ードマップを作成し、ビジネス要件に基づいたスマートな意思決定を促す。 
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課題と機会 

課題 
ハイブリッドクラウド管理ツールを本番環境にデプロイする際に、チームはさまざまな課題に直

面している。それぞれ連携性のないオープンソースのツールを使用しているため互いにサイロ状

態にあるチームの存在、効果的とは言えないアナリティクスツールの使用法、アプリケーション

の相互依存関係がハイブリッドクラウド環境全体に渡って不透明であることなどである。これら

に加え、IT 文化、組織構造、およびテクノロジーに関する課題も存在する。 

IT 文化 
 多くの I&O 部門の上層部にとって、組織の壁を越えて協力しながら、管理の自動化とオ

ーケストレーションの実現に向けて時間をかけて計画し投資を進めることが課題となって

いる。また、I&O 部門の責任者は、I&O チームがアジャイルおよび DevOpsの実践を強化

する過程で、開発チームというパートナーに対し互いに尊重し合うという姿勢で取り組む

文化に変えていくという課題も存在する。 

 I&O 部門の責任者の課題は、人、プロセス（アジャイル）、およびテクノロジー全体に渡

って重要かつ持続可能なレベルの投資を行うことであり、これによって、チームの連携と

信頼を強化しながら、テクノロジースタックのすべての層においてエンドツーエンドの透

明性を促進できる。 

組織構造 
 ワークロード配置と推奨を導き出すために使われるアナリティクスツールは、I&O チーム

以外が活用することも可能である。セキュリティおよび開発チームは、そうしたツールの

普及に向け、ツールとそこから得られる結果を信頼し自信を持って取り組むことが必要で

ある。 

 ネットワークチームには開発者スキルに投資するという課題があり、また、I&O チームに

は、共通の運用モデル全体に渡る統合自動化を促進するため、アプリケーション開発プロ

セスの初期段階で DevOpsチームとの間に密接な協力関係を構築するという課題がある。 

テクノロジー 
 イベントや通知の頻度があまりにも多い状況（ストーム）は、問題の発生源の特定を困難

にし、手動による対応では問題修正プロセスを遅延させる。 

 ハードウェアを度外視して、インフラストラクチャ管理のライフサイクル全体およびマル

チクラウド全体に価値をもたらすように適切な幅と厚みを持たせることは、ロールベース

のダッシュボードでは困難である。 

機会 
ビジネス価値および戦略的価値の拡大と、IT のアジリティおよびスピードの向上を目指す I&O チ

ームには、ハイブリッド管理によっていくつかのベネフィットが与えられる。主なベネフィット

の一つは自動化であり、特に、コンテナおよびクラスターの構成と導入の自動化、キャパシティ

プランニングおよびワークロードバランシングの自動化である。さらに、人、プロセス、テクノ

ロジーに関連するベネフィットもある。 

人 
 開発チームにおけるアプリケーションパフォーマンス管理機能やリソースプロビジョニン

グ機能の必要性が増すにつれ、DevOpsチームと I&O チーム間のより良いコミュニケーシ

ョン、チームワーク、リソースアクセスが実現する。 

 物理、仮想、およびコンテナベースのインフラストラクチャの複合アレイに渡ってすべて

のチームが問題を特定し解決するための重要な情報について、信頼できる唯一の情報源が

提供される。これによって、問題の特定と解決にかかる時間が短縮される。 
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プロセス 
 迅速な統合とサービスの透明性を実現する out-of-the box（すぐに使用可能な）統合および

API（Application Programming Interface）は、異種デバイスや複数のクラウド環境に渡って、

それぞれのチームに対し（さまざまなツールからの）エンドツーエンドの深いプロセスビ

ューを提供する。 

 継続的な最適化が、特に現在の変動の激しい環境においては必要である。これによって、

ROI（Return on Investment）が達成され、さらに長期に渡る節約が可能になる。 

テクノロジー 
 単一のコンソールによる複数クラウドの管理を実現し、I&O チームやクラウドデリバリー

チームが片手間で管理する状態からの離脱を実現できるインフラストラクチャ構築を目指

したロードマップの提供によって、ビジネスリスクと不必要な予算超過の軽減が実現する。 

 より自動化されたプロセスがコンテナやインフラストラクチャリソース全体で利用可能に

なるが、これらはアナリティクスを利用して、リアルタイムでインフラストラクチャに適

合し、運用の簡素化と、組織の壁を越えた、またはマルチクラウドな自動化を促進するア

プリケーション要件に基づいてワークロード配置を決定する。 

結論 

現在のビジネス環境は変動が激しく、不安定で、予測不能な状態にある。I&O チームは、新たな

顧客エンゲージメントモデルにおける安定性、連携、変革の機会を提供するために緊迫感を持っ

て行動する必要がある。ハイブリッドクラウド管理がエンタープライズ IT 組織に広がり続ける中

で、I&O チームは、ビジネスポリシーに基づいてワークロード配置を最適化し、I&O チーム自身

と、その仲間である他部門のグループに対し、それぞれが継続的に改善を進める機会をもたらす

ことができる。コスト抑制、最適化、成長に向けてビジネス成果を促し、実現する能力によって、

I&O チームは、ビジネス戦略に影響を与え、マルチクラウド運用をモダナイズするための新しい

ツールとプロセスを使用する機会を手にする。世界中に分散するワークフォースと動的な顧客エ

ンゲージメントモデルというニューノーマル（新たな常識）時代を迎える中で、I&O チームは、

ワークロード配置の決定をスピードアップし、変化する需要により迅速に適応し、長期的なビジ

ネス成果をもたらすために、アナリティクスと統合ツールおよびプロセスを活用すべきである。 
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