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FIGURE 1 

Executive Snapshot：ハイブリッドインフラストラクチャの利用と要件の分類考察 

 
Source: IDC, 2019 
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概況 

エンタープライズ IT 組織は、既存インフラストラクチャのリプレイスやそれを補完するために、

パブリッククラウドインフラストラクチャサービスの導入を進めている。当該サービスの導入は

比較的安定して増加しており、初期利用や試用をはるかに超えた段階にある。現在、大多数の組

織は何らかの形でパブリッククラウド IaaS（Infrastructure as a Service）を積極的に使用している。

しかしながら、オンプレミスのインフラストラクチャシステムに対する需要や投資は、引き続き

存在している（オンプレミスとは、組織が保有、リースまたは賃借する専用インフラストラクチ

ャ資産であり、プライベートクラウドまたは従来の非クラウドとして運用される形態を指す）。

オンプレミスが依然として必要とされ、投資が継続される背景には次の 3 つの要因がある。 

 第 1 の要因として、レイテンシーやコロケーションの制約上、すぐにパブリッククラウド

へ移行することが困難なワークロードが多数存在する。可能性としては、物理的な状況

（運用フロアなど）に関係するレイテンシーやコロケーションの問題、あるいはクラウド

への移行が難しいその他のアプリケーションやデータセット（メインフレーム上で稼働す

る従来のデータ処理アプリケーションなど）に関する問題が考えられる。 

 第 2 の要因として、法規制や内部ポリシーの制約上、パブリッククラウドに配置できない

ワークロードやデータセットが存在する。多くの場合、これらの原因は、パブリッククラ

ウドのセキュリティモデルに対する誤解や理解不足、パブリッククラウドサービス事業者

による規制認証や準拠証明の限定的な提供、あるいは単にこれらの認証や証明の入手が困

難なためである。これらは今もなお、ワークロードをパブリッククラウドに移行しようと

いう気運を削ぐ主な要因である。 

 第 3 の要因として、ほぼすべての大規模エンタープライズ IT 組織は、既存のオンプレミ

スのインフラストラクチャやデータセンターに多額の投資を行っていることが挙げられ

る。パブリッククラウドインフラストラクチャを使用するからといって、すぐにこれらの

資産の使用を止めることにはならない。したがって、これらの大規模企業では、パブリッ

ククラウドの導入は漸進的に進む場合が多い。 

結果的に、ハイブリッドインフラストラクチャ環境を導入する組織が増えている。ハイブリッド

インフラストラクチャ環境とは、パブリッククラウドとオンプレミスインフラストラクチャを併

用するモデルである。一部のシナリオでは、これらはマルチクラウド環境とも呼ばれ、同一組織

内でパブリックとプライベートの両方のクラウドを統合的に使用する場合を含む。こうした環境

の広がりと、そのニーズに対応しようというテクノロジー事業者らの取り組みが重なって、市場

では「ハイブリッドクラウド」や「ハイブリッド IT」という呼び方が一般的に使われている。 

このような用語は確かに、パブリッククラウドインフラストラクチャとその他のインフラストラ

クチャの選択を組み合わせた幅広いテーマを捉えてはいるが、多種多様なニーズと機能を包含し

た表現であり、顧客によってその解釈も非常に大きく異なっている。たとえば、Figure 2 では、顧

客によって「ハイブリッドクラウド」という用語の解釈にいかに違いがあるかを示している。こ

の解釈の違いと一貫性の欠如によって、IT 組織は、ハイブリッドインフラストラクチャ関連のニ

ーズを正確に把握することや、それらのニーズをテクノロジー事業者らへ伝達することに課題を

抱えている。さらに、「ハイブリッド」「パブリック」「プライベートまたはオンプレミス」と

いう環境の大まかな分類は、ハイブリッドな統合にはさまざまなレベルが存在することや、各環

境の統合の要件にはさまざまな種類が存在するという現実を正しく反映しない。 
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FIGURE 2 

顧客によって異なる「ハイブリッドクラウド」という用語の解釈 

 

n = 1,500 

Source: IDC's IaaSView Survey, 2018 

 

Figure 3 に示す通り、IT 組織のほぼ 80％は、すでにハイブリッドインフラストラクチャ環境を実

装済みか、近く実装を予定している。ハイブリッドインフラストラクチャ環境の実装とは、単に

パブリッククラウドとオンプレミスのインフラストラクチャを併用するものではない。一般に、

両方のインフラストラクチャの配置先にまたがる、コントロールワークフローまたはコントロー

ルプレーンの何らかのレベルでの統合（カスタム開発または既製品の利用）を伴う。このため、

ハイブリッドインフラストラクチャの利用計画を説明する上で、用語の共通化を図ることが重要

である。 
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FIGURE 3 

IT インフラストラクチャの活動や計画におけるハイブリッドインフラストラクチャ

の普及 

 
Source: IDC's IaaSView Survey, 2018 

 

本調査では、ハイブリッド利用を分類し、一般によく見られるハイブリッドの利用パターンと、

本モデルで示したインフラストラクチャを使用する際に顧客が求める具体的なハイブリッド統合

ケイパビリティを提示した。 

本調査レポートでは、その目的上、「ハイブリッドインフラストラクチャ」という用語は、その

インフラストラクチャのニーズに合致するように、オンプレミスのインフラストラクチャとパブ

リッククラウドサービスを組み合わせて使うことを意味する（オンプレミスとは、先述の通り、

組織が保有、リースまたは賃借する専用インフラストラクチャ資産であり、プライベートクラウ

ドまたは従来の非クラウドとして運用される形態を指す）。調査対象の IT 組織とは、一企業全体

の場合もあれば、独自の IT 予算を持つ事業部門やインフラストラクチャ運用を担う事業部門の場

合もある。なお、パブリッククラウドのシャドーIT 利用は対象外とする。理由は、シャドーIT は

組織内でのパブリッククラウドインフラストラクチャの使用ではあるものの、当該組織の正式な

IT プロセスや IT 予算にはまったく組み込まれていないためである。 

6 種類のハイブリッドインフラストラクチャ利用シナリオ 
IDC の調査では、IT 組織で使われているハイブリッドインフラストラクチャを大きく 6 種類の利

用シナリオに分けて分析している。この 6 種類のハイブリッド利用シナリオについて、Table 1 に
概要を示し、それに続くセクションで詳細を述べる。 
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TABLE 1 

6 種類のハイブリッドインフラストラクチャ利用シナリオ 

利用シナリオ 説明 

ベストオブブリードインフラ

ストラクチャ 
ニーズに合わせた最大の結果を導き出すため、特定のワークロードやコンポーネントに

対し、パブリッククラウドまたはオンプレミスインフラストラクチャを使用する。 

階層化とアーカイブ 既存のオンプレミスインフラストラクチャの中から、時間の経過や、重要性の低下した

データやワークロードを分離保管するために、パブリッククラウドを使用する。 

テスト／開発とステージング 本番環境はオンプレミスインフラストラクチャ上に配備し、アプリケーションやアップ

グレードの開発、テスト、ステージングのためにパブリッククラウドを使用する。 

バックアップとディザスター

リカバリー 
アクティブなオンプレミスインフラストラクチャに対するバックアップおよびディザス

ターリカバリー（DR）サイトとして、パブリッククラウドを使用する。 

移行 オンプレミスからパブリッククラウドインフラストラクチャへの漸進的な移行手段とし

て、ハイブリッドインフラストラクチャを使用する。 

バースティング 必要に応じてインフラストラクチャのキャパシティを一時的に追加するメカニズムとし

て、パブリッククラウドとオンプレミスインフラストラクチャを併用する。 

Source: IDC, 2019 

 

ベストオブブリードインフラストラクチャ 
パブリッククラウドやオンプレミスインフラストラクチャの選択肢には、いずれもベネフィット

と課題が存在する。ベネフィットまたは課題として認識される具体的な事項は組織によって異な

るものの、多くの組織は、自分たちのワークロードはそれぞれ、パブリッククラウドかオンプレ

ミスのどちらかで最適なベネフィットが得られると理解している。パブリッククラウドとオンプ

レミスは、統合的に使用されるか、相互が独立に使用される。統合的な使用の例は、3 層アプリケ

ーションアーキテクチャにおけるレイヤーの分離である。この場合、プレゼンテーション層で低

レイテンシーのアクセスにパブリッククラウドを使用し、データ層でオンプレミスインフラスト

ラクチャを使用する（『Enabling Hybrid IT — SaaS Provider Q4 Inc. Leverages Rackspace to Build and Manage Its 
Hybrid Infrastructure Platform（IDC #US41732916、2016 年 9 月発行）』を参照）。相互に独立した使用

の例では、デジタルマーケティング資産などの特定の顧客用アプリケーションにパブリッククラ

ウドを使用し、ERP（エンタープライズリソースプランニング）アプリケーションなどの内部ワ

ークロードにオンプレミスインフラストラクチャを使用する。デジタルエコノミーにおける新興

企業（クラウドで誕生した新興企業を含む）によるハイブリッドインフラストラクチャの利用

は、通常はこのシナリオ、つまりベストオブブリードインフラストラクチャに該当する。 

初期段階では、ある程度のコンポーネント移行やアプリケーション移行を伴う場合がある。この

段階を超えると、この利用シナリオでは一般に、同じワークロードを両方のインフラストラクチ

ャロケーションに渡って動作させることはなく、パブリック環境とオンプレミスインフラストラ

クチャ環境で高いレベルの一貫性を必要としなくなる。しかし、すべてのリソースは一貫性のあ

るワークフローやツールで管理できるため、多くの場合、リソースの制御や運用（プロビジョニ

ング、監査、モニタリングなど）の一貫性という面でのベネフィットが得られる。 
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階層化とアーカイブ 
データ量の増加と、組織のデータから価値を引き出すという要求の高まりによって、運用活動と

事業活動の両方でデータの取り込み、保存の需要が増大した。これがオンプレミスの空き容量を

圧迫する。組織は、オンプレミスの容量を最新のデータやビジネスクリティカルなデータの格納

に最大限使用できるようにするために、古いデータや重要性の低いデータの移行先としてパブリ

ッククラウドに目を向け始めた。この移行には、これまで組織があまり熱心には運用してこなか

った組み込みの階層化機能や、増加し続けるアプライアンスやインフラストラクチャスタックの

利用、パブリッククラウドへのアクティブなデータ移動といった手法が考えられる。 

この利用シナリオはしばしば、大規模なエンタープライズ IT 組織がパブリッククラウドをインフ

ラストラクチャに組み入れるための最初のステップとして講じる策の一つである。最近よく見ら

れるパブリッククラウド導入パターンは、まずアーカイブデータをパブリッククラウドに移行

し、その後、階層化データからインサイトを得るために、アナリティクス（分析）やデータウェ

アハウスの機能をパブリッククラウドで使用し始めるというものである。これはつまり、「階層

化とアーカイブ」の利用シナリオから「ベストオブブリードインフラストラクチャ」の利用シナ

リオに進むことを意味する。 

テスト／開発とステージング 
オンプレミスインフラストラクチャの容量の使用法を最適化するためにパブリッククラウドを活

用するもう一つの方法は、アプリケーションやアップグレードの開発において、比較的機密性の

低い段階のものをパブリッククラウドに移行させること、すなわち、開発、テスト、ステージン

グの運用をパブリッククラウド環境に移すことである。この方法は多くの場合、展開やアップグ

レードのパイプラインにパブリッククラウド環境を組み込む、パブリッククラウド環境にオーバ

ーレイを構築してオンプレミス環境に適合させる、といった開発作業を伴う。この利用シナリオ

は一般に、パブリッククラウドとオンプレミスの両方で一貫性のある運用環境を構築し、オーバ

ーレイ環境の展開や管理の工数を削減する上で、非常に効果がある。 

バックアップとディザスターリカバリー 
パブリッククラウドインフラストラクチャによってオンプレミスインフラストラクチャの容量使

用法を最適化する第 3 の方法は、パブリッククラウドインフラストラクチャをバックアップ兼デ

ィザスターリカバリー（DR）のための物理サイトの代替手段とするものである。組織の規模が小

さい、あるいは組織が地理的に分散していないために、地理的に分離したインフラストラクチャ

を保有する必要のない組織の場合、パブリッククラウドは、別サイトへの投資や工数を要するこ

となく耐障害性と可用性の組み込みを実現する。大規模な組織であっても、パブリッククラウド

インフラストラクチャを特定のワークロードのバックアップ兼 DR サイトとして活用すること

は、組織がパブリッククラウドインフラストラクチャの利用に慣れると同時に、IT 環境へのパブ

リッククラウド統合を開始する効果的なメカニズムとなる。 

このパターンは、特定のワークロードのバックアップサイトとしてパブリッククラウドを活用

し、最終的にこれらのワークロードをパブリッククラウドに全面移行させるというもので、実際

にパブリッククラウド導入に向けた一つのパターンとしてエンタープライズ IT 組織での導入が増

加しつつある。これは、「バックアップとディザスターリカバリー」の利用シナリオから始めて

「ベストオブブリードインフラストラクチャ」の利用シナリオに進むパターンである。 

移行（多くの場合、パブリッククラウドインフラストラクチャへの移行） 
パブリッククラウドの導入がすべての面において初期段階に留まっている組織であっても、ほと

んどの場合、最終的にはすべての IT インフラストラクチャを完全にパブリッククラウドで動作さ

せるという戦略的な決断をしている。また、大半の場合は、コンピテンスの構築、ワークロード

の移行、プロセスの移行を伴うため、これらの組織は段階的な移行ではなく、場合によっては数

か月から数年かかる漸進的な移行になると認識している。このような組織は、導入プロセスの進

捗を見据えつつワークロードをパブリッククラウド環境に漸進的に移行することを主目的とし
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て、ハイブリッドインフラストラクチャを構築する。このような導入プロセスを経る組織は一般

に、クラウドネイティブのスタックやアプローチとの親和性が高く、多くの場合、ハイブリッド

インフラストラクチャの実装やポートフォリオの他の部分の移行と並行して、オンプレミスで稼

働中のアプリケーションをモダナイズする方法を探している。 

留意すべきは、ハイブリッドインフラストラクチャの主な促進要因としての移行と、ハイブリッ

ドインフラストラクチャ導入の初期段階における活動としての移行の、明確な違いである。特に

既存の IT 組織では、大半のハイブリッドインフラストラクチャの実装は、特定のワークロードま

たは業務をパブリッククラウド環境に移行させることから始まる。この利用シナリオで説明して

いる「移行」は特に前者、すなわち、パブリッククラウドへの移行がハイブリッドインフラスト

ラクチャ構築の主たる理由であり、ハイブリッドインフラストラクチャ構築の初期段階の活動と

しての移行ではない。 

バースティング 
最後に、インフラストラクチャのバースティングという利用シナリオを説明する。この利用シナ

リオでは、パブリッククラウドインフラストラクチャは、インフラストラクチャ容量の一時的な

利用ニーズに対応するために使用される。たとえば、インフラストラクチャ容量の特定のニーズ

や断続的な増大を賄うための短期的な拡張である。これまでに述べてきた他の利用シナリオと比

較すると、バースティングには、オンプレミス環境とパブリッククラウド環境にまたがる、より

高いレベルの統合および一貫性が求められる。すべてのアプリケーションやワークロードが、こ

の利用シナリオの候補になるわけではない。特に、大規模、モノリシック、垂直スケールのエン

タープライズアプリケーションは候補から除外される。こうした理由により、バースティング

は、カスタムアプリケーションやセミカスタムアプリケーションを稼働させるインフラストラク

チャ集約的な運用を伴う特殊なユースケースを除き、エンタープライズ IT 環境ではそれほど普及

していないユースケースである。 

上記のハイブリッドインフラストラクチャの利用シナリオの検討を通じて、システム環境へのパ

ブリッククラウド導入に関する初期導入計画と長期的な道筋を明確化すると、どのようなハイブ

リッドインフラストラクチャ関連の機能や運用ケイパビリティの取得や開発が必要なのかが絞り

込みやすくなる。ハイブリッドの利用シナリオを大きく 6 つのカテゴリーに分類したが、これら

のカテゴリーは確定的かつ相互に排他的なものではない。特に組織がクラウドの活用に熟達して

初期の利用シナリオから他のシナリオへと拡張するにつれ、前述の利用シナリオの中で一部取り

上げたように、複数のシナリオの間でニーズが混在していることに気づくかもしれない。たとえ

そうであっても、前述の利用シナリオの観点でハイブリッドの利用と計画を検討すると、ハイブ

リッドインフラストラクチャのニーズと計画を明確化しやすく、進化も予測しやすい。Figure 4
は、エンタープライズ IT 組織でのハイブリッドインフラストラクチャ利用シナリオの普及状況を

示したものである。 
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FIGURE 4 

顧客のハイブリッドインフラストラクチャ利用の現状 

 

n = 1,195 

Source: IDC's IaaSView Survey, 2018 

 

上記の促進要因をよく整理して理解すると、自組織に必要なハイブリッドインフラストラクチャ

に関連した具体的ケイパビリティを把握する上でも有効である。以下のセクションでは、ハイブ

リッドインフラストラクチャの統合要件をセグメント別に考察する。 

ハイブリッドインフラストラクチャの統合要件 
ハイブリッドインフラストラクチャの統合ケイパビリティは、実現する具体的な統合の性質に基

づき、以下の具体的機能で分類できる。 

 コントロールプレーンの統合は、同一 API または共通の単一画面（Single Pane of Glass）ユ

ーザーインターフェースを用いて、パブリッククラウドとオンプレミスインフラストラク

チャの両方のリソースでコントロールプレーン機能（プロビジョニング、モニタリング、

アクセスコントロール割り当てなど）を実行する能力を指す。さまざまな方法の実装やア

ーカイブが考えられる。たとえば、コントロールツール内または API ライブラリー内での

統合、両方の配置先インフラストラクチャでの API 全体での一貫性、この一貫性を実現す

る（パブリッククラウドとオンプレミスインフラストラクチャ上の）オーバーレイスタッ

クである。 

 データインフラストラクチャの統合は、パブリック環境とオンプレミス環境でデータソー

スに一貫した方法でアクセスする能力を指す。データソースは、ファイルシステム、デー
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タベース、データウェアハウスなどの定型的な構造を持つ構成物を含む可能性がある。デ

ータインフラストラクチャの一貫性を確保すると、データソースやアプリケーションのロ

ケーションに変更があった場合でも、アプリケーションは引き続き同じ方法でデータソー

スと相互作用できる。 

 ネットワークレイヤーの統合は、配置先のパブリッククラウドとオンプレミスインフラス

トラクチャのインフラストラクチャリソースを共通論理ネットワークに常駐させる能力を

指す。この場合、共通論理ネットワークは一般に、プライベートレイヤー3 ネットワーク

とプライベート IP を組み合わせて、直接の相互通信を可能にしたものである。たとえ

ば、バースティングとベストオブブリードインフラストラクチャの統合的な使用など、コ

ンポーネントがプレミス間でシームレスに相互通信しなければならないユースケースで、

特に有効である。 

 物理的接続は、パブリッククラウドインフラストラクチャ環境とオンプレミスインフラス

トラクチャにまたがる高スループット／低レイテンシーの接続を指す。一般に、オンプレ

ミスとパブリッククラウドのロケーション間で、MPLS やその他同様のサイト間接続サー

ビス（AWS Direct Connect、Azure Express Route、Equinix Cloud Exchange Fabric など）を活

用して実装できる。 

 環境の一貫性は、パブリッククラウドとオンプレミスの両方のロケーションにおける一貫

した運用環境を維持するによって、アプリケーションに変更を加えることなくほぼシーム

レスに移行可能にすることを指す。 

移行やオーケストレーションの自動化など、ハイブリッドを実現する上での他のケイパビリティ

を上述の機能上に組み込むことで、ハイブリッド運用に関する顧客エクスペリエンスをさらにシ

ンプルにできる。 

IT バイヤーへの提言 

エンタープライズ IT 市場では、過去 5 年間、「ハイブリッドクラウド」「ハイブリッド IT」「ハ

イブリッドインフラストラクチャ」などの用語が広範に使用されている。しかし、これらの用語

は、類似した機能の集まりや基盤となるニーズを意味するものではない。これらは、パブリック

クラウドをオンプレミスインフラストラクチャの一部の形態と組み合わせて使用する概念を説明

するための広義の用語である。これは基盤となる多数の利用シナリオを捉えたものであり、いず

れのシナリオも多様な統合ニーズや優先順位を持っている。 

IT 組織内では、上記の点を認識することが非常に重要である。また、ハイブリッドインフラスト

ラクチャを必要とする自組織の具体的な促進要因、このハイブリッドインフラストラクチャに関

するロードマップ、自組織のハイブリッドストラクチャの利用ニーズを満たすために必要となる

具体的なハイブリッド統合ケイパビリティに関して、内部の見解を整理することも非常に重要で

ある。このことは、現在のエンタープライズ IT インフラストラクチャ市場で特に有益である。同

市場では、ハイブリッドインフラストラクチャ関連の製品／サービスは今も急速に進化し、特定

のハイブリッドをターゲットとする新製品／サービスの市場参入が続いている。組織の目標とニ

ーズを積極的に検討することは、ハイブリッドインフラストラクチャに対する組織のニーズと優

先順位に基づいた投資を段階的に進める上で有効である。 

参考資料 

関連調査 
 VMware Cloud on Dell EMC: Accelerating the Shift to Consumption-Based IT Everywhere（IDC 

#US45066119、2019 年 5 月発行） 

 Growth of Public Cloud Stacks in Dedicated and On-Premises Customer Environments（IDC #US44884219、
2019 年 2 月発行） 
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 IDC Market Glance: Public Cloud Infrastructure as a Service, 1Q19（IDC #US44833719、2019 年 2 月発

行） 

 Hybrid Cloud Definitions and Hybrid Cloud Adoption Plans by Enterprises（IDC #US44523318、2018 年 12
月発行） 

Synopsis 
本調査レポートでは、ハイブリッドインフラストラクチャの利用を一般的な使用パターンに分類

し考察した。また、顧客がハイブリッドインフラストラクチャ環境の計画時に検討する必要のあ

る、具体的なハイブリッド統合ケイパビリティも列記した。 

IDC Infrastructure Systems, Platforms, and Technologies のリサーチディレクターである Deepak Mohan
は、「ハイブリッドインフラストラクチャは、近いうちにエンタープライズ IT 組織のデファクト

環境になる。現在、ハイブリッドインフラストラクチャを実現するための投資は、大多数の企業

にとって優先事項になっている。計画したハイブリッド環境の利用と統合レベルについて、一貫

性のある内部理解を構築すると、効果的なハイブリッドロードマップの策定と、そのロードマッ

プに沿った最適な投資を推進しやすくなる」と述べている。 
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