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Q デジタルトランスフォーメーション（DX）イニシアティブは、アプリ

ケーションとデータセンターのワークロードをどのように再定義して

いますか？ 

A DXに取り組むビジネスは、経営効率と顧客満足度の改善、既存製品からの収益拡大、利益率の

向上、新しいデジタル収益源の追求など、戦術的および戦略的目標の間でバランスを取ることに

全力を挙げています。デジタル化を進める企業では、データは、データインテリジェンスの強化

によってデジタル資産を形成すると捉えており、こうした企業は、新しい収益源であるデジタル

製品やサービスを生み出すためその情報を活用します。このようなデジタルビジネスは、拡大す

るデータ空間からビジネスインサイト（知見）を引き出しユニークなデジタル体験を生み出す先

進的な分析技術の活用が前提となります。そのためには、高度に統合管理されると同時に分散化

した ITが必要です。 

このようなデジタルビジネスの新しい目的に合わせて、企業のワークロードは、導入非依存型

（deployment-agnostic：導入の詳細知識や技術を必要としない）モデルに移行しています。それは

言い換えると、シリコン（ハードウェア）依存からシリコン非依存へ、最終的にはシリコンから

独立したモデルに移行することを意味します。この導入非依存型モデルは、エッジからコアへ、

コアからクラウドへと広がり、コンピューティング（処理）とデータの保持に関するさまざまな

手段を利用可能にします。エンゲージメントモデルが多様化し、デジタルインサイトがより一般

的になるにつれて、レコード、コンテンツ、コラボレーションおよびその他のワークロードの従

来型システムについても、頻繁な変革が求められています。 

新規開発したデジタルサービスの収益化を目指してデジタルプラットフォームを構築、拡張しよ

うとしている組織にとって、マイグレーションおよびモダナイゼーションの活動が極めて重要で

す。ほとんどの企業では、市販のアプリケーションとカスタムアプリケーションが同じシステム

デジタルトランスフォーメーションに向けた取り組みは、企業規模の大小を問わず、アプリケーション

とデータからなるモデルをリファクタリングしている。この活動は、ビジネスの一貫性、フレキシブル

コンサンプション、迅速な導入と拡張などへの要求に対応するため IT 部門が進める組織自体のトランス

フォーメーションへの投資を含め、テクノロジーへの大きな投資を促している。 
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環境に混在しています。これらのアプリケーションは構築方法、維持方法において、その多くは

次世代の（クラウドネイティブな）アプリケーションに移行していくと考えられます。多くの組

織が、これらのアプリケーションについてリファクタリング、リパッケージおよびリプラットフ

ォームを行い、インフラストラクチャを柔軟に利用できるように、そして、その機能がデジタル

ビジネスで使いやすくなるようにしています。ほとんどの企業のワークロードは、それぞれ、広

範な DXイニシアティブの一部を構成する相互依存性を多岐に渡り持っているため、このリファ

クタリング、リパッケージおよびリプラットフォームは重要な活動となります。 

DXを成し遂げた組織は、本質的に複合的な（つまり、複合的なワークロードを使用して構築さ

れた）新しいアプリケーションを開発しつつあり、完全なマルチクラウド対応に必要なインフラ

ストラクチャ、クラウドおよびソフトウェアコンポーネントの利用を前提としています。開発者

は、統合型 PaaS（Platform as a Service）のフレームワークおよびサーバーレスアーキテクチャを支

持するようになっています。前者には CaaS（Containers as a 
Service）が、後者には FaaS（Functions as a Service）が含まれて

います。これらのワークロードのコンプライアンス、アジ

リティおよびセキュリティに関わる要求を満たすために、

これらの複合アプリケーションの完全な統合が必要になり

ます。これらのワークロードに含まれるアプリケーション

が次第に増加すること、および新しいクラウドネイティブ

な複合ワークロードを既存のオンプレミスデータとアプリ

ケーションに組み合わせる場合にデータの相互依存性を考

慮する必要があることに、再度着目すべきです。 

これらの新しい複合ワークロードは、インフラストラクチ

ャおよび IT組織自体の双方に大きな影響を与えるでしょ

う。インフラストラクチャおよびオペレーション（運用）のリーダーは、物理的インフラストラ

クチャの管理を志向するのではなく、API（Application Programming Interface）と SLA（Service-Level 
Agreement）の管理を志向するクラウドネイティブなワークロードに対してアプリケーション中

心のアプローチを採用する必要があります。企業が、自社がデジタルネイティブな組織に十分対

抗できるかどうかをベンチマーク評価するようになるにつれて、経営効率、収益性の向上、新規

カスタマー、顧客満足度の向上および製品とサービスの迅速なイノベーションを計測する主要業

績評価指標が重要な評価基準となりつつあります。 
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Q データセンターのインフラストラクチャに影響を与えるものは何ですか？ 

A デジタルビジネスおよびクラウドコンピューティングの普及が進むにつれて、データセンターの

役割はさらに大きくなります。このデジタルワールドでは、アプリケーション導入モデルと導入

場所が急速に増えています。デジタル化された組織の力の源泉であるアプリケーションとデータ

からなる連続体は、コアからクラウドとエッジの双方へ拡大し、新しいタイプの分散 IT環境と

なるでしょう。この分散 ITは IoT（Internet of Things）によってオペレーショナルテクノロジー

（運用技術）を再定義することになるでしょう。オンプレミスのプライベートクラウド、リモー

ト仮想プライベートクラウド、ベアメタルクラウドおよびパブリッククラウドなどを組み合わせ

た環境に導入されるアプリケーションを、ITが管理することが次第に増えています。これらが

別々のサイロとして見えなくなればなるほど、ITはその構成要素にアジリティ（俊敏性）があ

り柔軟な導入シナリオの組み合わせを数多く提供できます。しかし、これらのすべてを ITユー

ザーが容易に利用できるようになるためには、インフラストラクチャの能力を根本的に向上させ

る必要があります。 

企業には、現在は部分的にしか成功していないオペレーショナルインフラストラクチャの複雑さ

を解消しながら、その一方で企業のアプリケーションの要求に取り組む必要があります。実際の

ところ、泥沼状態となり得るマルチクラウドの複雑さを解消することは、ベンダーおよびデータ

センターインフラストラクチャの双方のオペレーターにとっても、大きな課題です。複合ワーク

ロードは、ベースとなるハードウェアから切り離されたソフトウェア機能を使い設計されていま

すが、エンドツーエンドのパフォーマンスに最適化された特定のハードウェアテクノロジーも利

用しています。複合ワークロードには、次の特徴があります。 

» 市販品による制約を排除するため、開発者が複雑なソフトウェアスタックをまとめること

ができるように、オープンソーススタックに大きく依存したカスタムワークロード 

» インフラストラクチャのベースとなっている詳細さや複雑さから開発者を解放する抽象化

の強化を含む、高度にダイナミックなインフラストラクチャへの世代交代 

» ハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）などのインフラを利用した新しいア

プローチ 
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組織は、DXと、それに基づいてコアからエッジにまで拡大する新しいアプリケーションとデー

タ中心のモデルに対応するため、エンタープライズインフラストラクチャにこれまで例を見ない

最大級の投資をしています。DXに対応したインフラストラク

チャでは、サービスはビジネスイニシアティブと密接に結合し

ています。ITについては、コンピューティングプラットフォ

ーム、ネットワークファブリック、ストレージリソース、仮想

化能力および必要なアナリティクスを組み合わせて自動化でき

るインフラストラクチャソリューションの導入および運用を考

慮すべきです。これらの最新インフラストラクチャは、ITプ

ロセスが進化を続けるという性質に対応しながらも、一貫性、

フレキシブルコンサンプション、迅速な導入および拡張を可能

にする必要があります。最新の ITインフラストラクチャは、

情報の価値を一気に高めるため、インフラストラクチャ非依存型（infrastructure-agnostic）データ

サービスモデルによる新しい「ビルド／デプロイ（build and deploy）」パラダイムを採用するで

しょう。 

インフラストラクチャおよびオペレーションの専門家は、最新のデジタルエンタープライズに戦

略的に関与するようになっています。この専門家の存在意義は、エンジニアリングやオペレーシ

ョンの提供から離れて、新しい製品やサービスの提供にシフトしています。インフラストラクチ

ャは、エッジへ急速に成長かつ拡張しています。これにより、インテリジェントなインフラスト

ラクチャとネットワーク自動化の必要性が次第に増えています。組織は、予算の制約と経済的な

圧力の中で、インフラストラクチャの多様化と抽象化に備える必要があります。企業がグローバ

ルな成功を確実に手にするためには、そのインフラストラクチャパートナーを注意深く選択する

必要があります。また、社内の多様な関心をアプリケーションとデータの統合という大きな成果

に向かわせる一方、そのインフラストラクチャパートナーが最新の投資によって得ている価値を

最大限に活用する必要があります。 

Q IT トランスフォーメーションによって、エッジはどのような影響を受

けますか？ 

A エッジは、分散コンピューティングトポロジーの一つで、ネットワークの周縁部で情報処理が実

行されるものであり、人あるいは IoTデバイスが、このエッジでデータを生成、消費します。オ

ンプレミスのプライベートクラウド、リモート仮想プライベートクラウド、ベアメタルクラウド

およびパブリッククラウドの各環境ならびにエッジ ITロケーションをカバーするポリシー駆動

型で高度に自動化されたテクノロジーポートフォリオへのシフトが、すでに始まっています。組

織は、WANエッジへのトランスフォーメーションに関連した複雑さを減らすと共に、ベネフィ

ットを最大にする必要があります。ビジネスは、組織を横断的に、分散化、多様化した動的な情

報の知見から生み出される価値を追求しており、その結果、次世代の複合アプリケーションは、

ロケーションやインフラストラクチャに依存しないデータサービスとアプリケーションを必要と

するでしょう。 

組織は、DXと、それに基づ

く新しいアプリケーション

とデータ中心のモデルに対

応するため、エンタープラ

イズインフラストラクチャ

にこれまで例を見ない最大

級の投資をしています。 
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この要求は、開発、テストおよび本番の各ワークロードのための、オンプレミスとパブリックク

ラウドリソースの両方にまたがる統一された環境が必要であることも明らかにするでしょう。ア

プリケーションがコアからクラウドやエッジに配布されることが増加するに伴い、ネットワーク

が関与することの重要性が著しく増加します。 

インフラストラクチャとオペレーションの各リーダーには、物理的な場所に制約されることな

く、ビジネスのニーズに応じてワークロードを配備する能力が求められます。複数の ITロケー

ションを利用すると、セキュリティとコンプライアンスの問題が生じますが、適切なネットワー

ク戦略がこれらの問題の対処に役立ちます。従来型のエンタープライズ WANは、本質的に複雑

であり、高価な回線の利用が前提であり、セキュリティが断片化しているために、クラウドおよ

びエッジのワークロードにとっては使いにくいアーキテクチャです。Software-defined WAN（SD-
WAN）のアーキテクチャは、先端企業が必要とするセキュリティ機能を導入しながらも、エッ

ジでのクラウドと IoTイニシアティブへのより効率的な移行を可能にするパスを提供していま

す。マルチクラウド ITモデルは、パブリッククラウドまで広がるデータセンターSoftware-Defined 
Networking（SDN）を必要としており、SDNによって、分散化されたアプリケーション環境全体

を通して一貫したネットワークポリシーとセキュリティポリシーを自動的に実行することで単純

化と柔軟性が提供されます。これによって、オンプレミスのデータセンターは、パブリッククラ

ウドとエッジの双方に向け、確実に延長可能となります。 

Q この新しいデータセンターの現実に直面する中で、インフラストラクチ

ャとオペレーションのチームはどのように目標に向かい前進できます

か？ 

A ほとんどの IT組織は、常に予算と人材面の制約に直面しています。インフラストラクチャおよ

びオペレーションのリーダーは、コスト、ITプロジェクトおよび業務部門（LOB）からの要望

と、自分が人員を社内にどのように配置するかのバランスを取る必要があります。したがって、

組織は人員配置のレベルを戦略目標に合わせる必要があります。ビジネスは、可能な限り常に、

AI（Artificial Intelligence：人工知能）を利用したインテリジェントなインフラストラクチャやハイ

パーコンバージドインフラストラクチャを含む市販製品を利用することで簡素化を探るべきで

す。企業は、カスタムメイドのインフラストラクチャやオペレーションではなく、新しいデータ

モデルやアプリケーションを戦略的に適用することで差別化のための競争力を育むことを目指す

べきです。 
企業は、ベンダーが提供する使いやすく安全なソリューションを選択すべきです。 

ネットワークサービスが継続的かつ経済的にスケーリング（規模の拡大）するクラウドベースの

管理を達成するために、新しいクラウドオペレーションとオーケストレーションのツールが必要

とされています。エンタープライズのエッジにおけるネットワークトランスフォーメーションは

重要です。Intent-based networking（IBN）は、最新のオートメーション、可視化およびアナリティ

クスの各ツールを利用して、ネットワークオペレーターの希望通りにネットワークの状態を実

装、保護、そして動的に維持します。オンプレミスプライベートクラウド、リモート仮想プライ

ベートクラウド、ベアメタルクラウドおよびパブリッククラウドの各環境ならびにエッジ ITロ
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ケーションをカバーするアプリケーションとデータをエンタープライズネットワークが再構築す

る潜在的な力を、このアーキテクチャは持っています。結果として、AIを活用したインフラス

トラクチャとツールが、管理対象となるアプリケーションとデータの急増に対応するために、IT
オペレーションの人員配置能力をスケーリングする必要があると、IDCは考えています。 

企業全体で、セキュリティを含んだ「ネットワークのサービス化（Network as a Service）」を展開

するために一元化された構築／運用モデルが極めて重要となっています。この一元化されたモデ

ルのアプローチによって、マルチクラウドおよび分散化されたアプリケーションへの最適なアク

セスのために必要な分散エンタープライズの管理を改善しながら、新しい機能／能力を迅速かつ

ダイナミックに導入できます。ITのリーダーにとっては、アーキテクチャ的なアプローチを使

い基本的なインフラストラクチャの課題を解決している市販品を探すことが賢明でしょう。 
同時に、企業の技術者は、こうしたソリューションを自分で設計するために、自らのリソースを

使うことは避けるべきです。組織は、重複した（おそらくは矛盾している）抽象化の複数レイヤ

ーからなる環境に存在するギャップに対処したいという誘惑を振り払うべきです。このやり方で

は複雑さが増して、アジリティとフレキシビリティが損なわれます。 

Q 企業は、テクノロジーとスキルのギャップをどのようにして埋められ

ますか？ 

A クラウドベースのオペレーションはオンプレミスへの関与を強め、ITオペレーションは急速に

インテリジェントエッジへと拡大しています。その結果、ITスキルとプロセスは、ITオペレー

ションとビジネスドライバー間の密接な協力関係を維持しながら、ITガバナンスのニーズを考

慮する必要があります。これまで、ITスタッフは垂直的に構成されており、自分たちが管理す

べきテクノロジースタックに基づき効率的にサイロ化されていました。ビジネスが、コアからク

ラウドへ、さらにエッジに広がる新しいタイプの分散型 ITを採用するにつれて、IT組織内の

人々は、ビジネスに影響を与えるテクノロジーに関わる問題をほぼリアルタイムで検知、修正す

るために、これまでサイロ化されていたスタックを横断して水平的にコラボレーションする必要

があります。マルチクラウドオペレーションに対応するために、スキルセット、プラクティスお

よびプロシージャーを拡張することは、成功への鍵となっています。ITの専門家には、多才で

あることと適応性に富むことが求められています。 

アグリゲーション、カスタマイゼーション、インテグレーションおよびガバナンスの観点から、

IT部門は、次第にクラウドサービスをサポートする役割を演じるようになってきています。ク

ラウドサービスでの大きな課題は、コストをコントロールし続けることであり、インフラストラ

クチャとオペレーションの専門家がそうしたコントロールを確実に実行することが、ビジネスで

は期待されています。IT部門は、これまではエンジニアリングとオペレーションを志向してい

ましたが、そこからシフトして、サービスブローカー（仲立ち人）となる必要があります。組織

が、リスクを回避し、新しいビジネスアプリケーションの開発と導入を促進するために必要な能

力とプロセスを再考している最中にも、次のようなこれまでのテクノロジードメインをカバーす

る新しい役割やスキルが現れつつあります。  
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» DevOpsアーキテクト 

» クラウドアーキテクト 

» クラウドアドミニストレーター 

» クラウドリソースマネージャー 

» サンドボックスとコードエクスチェンジの開発者 

ビジネスの優先事項をサポートするために、ITオペレーションと IT投資が連携して ITガバナン

スを強める必要があります。 

効率を上げつつもリスクと複雑さを減らしながら、ビジネスの目標を達成するために、組織全体

のリソースに注目したフレームワークを採用することで、この変化が最も良く達成されます。次

のような新しいプロセスが登場します。 

» リアルタイムなビジネスアナリティクスによるオペレーショナルインテリジェンス 

» メンテナンスやインシデントの解決のようなルーチン的な ITタスクを自動化するオペレ

ーショナルオーケストレーション 

最後に、自動化に関してソリューションを最適化し、新しい ITの役割、スキルおよびプロセス

をサポートする能力に秀でたテクノロジーパートナーを見出すことを提言します。  
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Matt Eastwood氏は、IDCの市場分析、エンタープライズコンピューティングのト

ラッキング、予測とコンサルティング、およびストレージ、ネットワーキング、シ

ステムインフラストラクチャソフトウェア、インフラストラクチャサービス、クラ

ウドサービス、エッジ、データセンターならびに開発者に関する調査を担当してい

ます。同氏は、世界中のエッジインフラストラクチャ、エンタープライズデータセ

ンターおよびクラウドの展開とマネジメントに影響を与えている人々、プロセスお

よびテクノロジーのトレンドの特定と分析を担当するアナリストチームを率いてい

ます。 
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スポンサーからのメッセージ 

デジタルビジネスおよびクラウドコンピューティングが次第に普及するに伴い、企業は迅速に導入

でき、継続的なインフラストラクチャの変更とモニタリングを可能とするソリューションに移行す

べきです。シスコシステムズは、デジタルトランスフォーメーション（DX）に関するオンプレミ

ス、分散化、およびマルチクラウド環境のワークロードの複雑さをなくします。 

Cisco Data Centerは、オンプレミス、クラウドイクスチェンジおよびマルチクラウドの各環境を含

むどのような環境でも、顧客が在来型またはクラウドネイティブなアプリケーションを柔軟に実

行、運用できるように支援します。顧客は、どのロケーション、オンプレミス，またはクラウドに

おけるどのワークロードに関しても一貫性のあるポリシーを適用でき、経営効率と整合性を確保で

きます。このアーキテクチャは、顧客にデータセンターとクラウドの最高の側面であるアナリティ

クス、オートメーションおよびポリシー駆動型なセキュリティを結びつけて、要求される結果を提

供します。これによって、運用経費が削減され、DXイニシアティブに対応するためのスキルのギャ

ップを埋めることに取り組めます。 

http://cisco.com/jp/go/datacenter 
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