クラウドに向かって突き進む

ハイブリッド クラウド、自動スケール、
マイクロサービスに関するオープン ソース IT リーダーの使命の概要
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だれも行ったことがない場所に勇敢に突
き進むため、クラウドに手招きされた IT
リーダーたちには新たな種類の宇宙船が

ブリッド テクノロジを使って既存の革新技術と資
産をベースとすることにより、クラウドの価値を
最大限に引き出すことができます。

必要です。最後の境地まで行った優秀な

最も印象的な架空の宇宙船であっても、技術の進

宇宙船のように、一流のクラウド プラッ

歩に合わせて修理されました。同じように、今日

トフォームは、オープン ソースを装備し
たエンタープライズでアプリ、データベ
ース、サービスをすばやく構築、展開、
管理するための高度なツールを利用し
て、地図に載っていない新たなクラウド
の領域を進むのに役立ちます。
SF のヒーローは、信頼できる宇宙船に星雲を通り
抜けるように命令します。IT リーダーは、同じよ
うな比ゆ的宇宙船を必要としています。チームが
クラウドの能力を活かせるようにする機敏で革新
的なエンタープライズ クラスのプラットフォーム
です。クラウド コンピューティングにより、開発
現場の俊敏性が向上し、かつては不可能であった
方法でアプリを進化させることができます。ハイ

のクラウド プレーヤーたちも、自分たちのサービ
スを驚くべき速さで次のレベルに引き上げていま
す。IT リーダーは、オープン テクノロジ、プラッ
トフォームを問わないインターフェイス、アーキ
テクチャの革新を通じて競合プロファイルを高め
るため、開発環境をアップグレードする業界の成
長を利用してこの進化を捉えています。
この電子書籍では、デメリットに対処し、クラウ
ドの柔軟性を活かすアプリケーションを設計する
明確な方法を示すことで、クラウドに組み込まれ
た新しい機能について少しずつ説明します。チー
ムに拡張性の高い持続可能な方法で開発してほし
いと思っている IT リーダーにとって、高速でシン
プルなソリューションを提供するプラットフォー
ムを展開することは、単に重要なのではなくミッ
ション クリティカルです。
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SF において、宇宙船が深宇宙の探索、外交的任

は今までありませんでした。今日の、ペースが速

務、軍事任務を行う未来の宇宙では、艦長にとっ

く、モバイル優先でデータ駆動型の現実において

て完全に動作する信頼できる宇宙船が大切です。

真剣に考えるべきことがあります。それは、皆さ
んと会社にとっての成功は、適切なクラウドを選

実際の世界では、あらゆる場所の IT リーダーた

ぶかどうかや、アプリケーションをすばやく市場

ちが、エンタープライズの重要な業務をサポート

に出す開発者のポテンシャルを最大限に引き出す

する、開発者の最新のアイデアを強化する、開発

クラウド プラットフォームを使うことができるか

およびテスト環境の機敏さをワープ スピードで (

どうかによって大きく左右されるという点です。

および必要に応じて) 高める、チームとコンピュ
ーティング帯域幅に対する高まる需要や変化する
需要を満たすという独自の任務によって動かされ
ています。IT にもっと多くのことを行ってほしい
という要望が高まっていますが、このようなこと
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クラウドの便利さという魅力
デバイス、アプリ、データが増え、IT はかつてな
いほど多くの課題に直面しています。しかし、開
発者にとってこれほど興奮を誘う時代はありませ
ん。開発者を生み出したコミュニティの知恵をベ
ースに構築されている成熟したコンピューティン
グ プラットフォームによって、開発者たちは革新
的なソリューションの構築に集中できるようにな
っています。拡張性が高くクローン可能なテクノ
ロジのおかげです。アプリケーションを作るたび
に新しいアーキテクチャを一から構築していた時
代が去って久しくなりました。より興味深く意味
のある設計の事案に集中できるよう開発者を解放
する点で、クラウドが大きな役割を果たしていま
す。

トワーク接続ストレージ (NAS) とアレイ サーバー
のセットアップ、ネットワーク ルーティング ソリ
ューションの実装を行う際にわかりきったことを
やり直すことが、組織にどのようなマイナスの影
響を与えるかを嫌というほどわかっています。適
切なモダン クラウド プラットフォームがあれば、
サービスのプロビジョニングとコンピューター管
理のレイヤーに抽象化のレベルが生み出され、稼
働を続けるために手動で監視することが不要にな
るため、開発者はより高い次元の顧客ニーズに対
処するアプリケーションの記述と展開にエネルギ
ーと労力を費やすことができます。
企業は、インターネット接続アプリケーションを
実行するための資本支出を最小限に抑える従量
課金制の恩恵を受けています。International Data

クラウド ベースの開発プラットフォームには、

Corporation (IDC) によると、2015 年に企業はクラ

従来のコンピューティングには見られなかった効

ウド テクノロジにほぼ 1,180 億ドルを費やしたた

率性が備わっており、特に次のことが可能になり

め、より多くのことをよりすばやく (しかも低いコ

ます。

ストで) 行うようにという要請にエンタープライズ

• 開発環境とテスト環境をセルフ プロビジョニ

が応えていることは明らかです。たとえば、新し

ングする。したがって、IT 部門と協力してイ

いプロジェクトおよび製品を提供する、より多く

ンスタンスをプロビジョニングしなくてもア

のデバイスを簡単に管理する、より多くのデータ

プリケーションの構築を進めることができま

を高速処理する、開発およびテスト環境の設定を

す。

前例のないほどスピードアップする、などの要請

• アプリ開発において開発者、アーキテクト、
設計者のチームの足並みを揃える。

に、すべてクラウド コンピューティングを利用し
て応えています。

• アプリケーション制作のペースを速め、市場
投入までの時間を短縮する。これは、開発環

最も明らかな点として、クラウドに価値を見出し

境とテスト環境のクローンを作成し、構築プ

た企業は、クラウドの基本的な機能 (オンデマンド

ロセスを通じてスケール ルールを構成および

の仮想マシン) を採用しているだけでなく、よりモ

調整することで行います。

ダンなデータ ストレージおよび処理、スケールア

適切に行われれば、クラウド コンピューティング
によって開発者は今後のことを心配しなくてもア
プリの出荷に集中できるようになります。開発者
と IT リーダーは、Web サーバーの手動構成、ネッ

ウト アーキテクチャ、アプリケーション自動化な
どに移行しています。さらに、既存のアプリケー
ションの設計やプラットフォームを作り直すこと
を恐れていません。クラウドネイティブのアプロ
ーチです。
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重要な開発ツールとしての
クラウド
開発者は毎日、クラウド コンピューティング テク
ノロジの急速な普及の恩恵を受けています。クラ
ウドのおかげで、開発者はコード作成に集中する
ことができ、ツールのインストール、カスタマイ
ズ、アップグレードについて心配する必要があり
ません。ハードウェアやネ
ットワークの懸念事項に煩
わされることがないため、
ユーザーのためになるすば
らしいプログラムの構築に
労力を集中させることがで
きます。

があります。クラウドには弾力性があり、ほ
ぼ無限の要求に対応することができます。
• 手間のかからない拡張性。帯域幅の需要が増
加し続けていたり変動したりする企業でも、
クラウドのリモート サーバーを利用してク
ラウドの能力を簡単に拡張することができま
す。同様に、再度縮小する必要がある場合
でも、クラウド サービスの柔軟性を活用でき

開発者は毎日、クラウド
コンピューティング テク
ノロジの恩恵を受けてい
ます。

クラウドでソフトウェアを開発することには、技
術革新の点で明らかなメリットがあります。
• アラカルトなクラウド スタック。機能やア
ドオンを必要な数だけ選ぶことができます
(LAMP スタックの実行、Node.js Web サイト
のセットアップ、MongoDB のセットアップを
すべて 1 つのアカウントで行うことが可能)。
• リアルタイムのグローバルなコラボレーショ
ン。異なるオフィスで働く (または、関連性の
ない環境の独立したチーム間で働く) 開発者た
ちが、そのような分散したチームで簡単にコ
ラボレーションし、アカウントのプロビジョ
ニングや変更の追跡を行うことができるよう
になりました。また、共有リポジトリに置か
れた複数のコード ベース ブランチで作業を行
うこともできます。
• 柔軟性。開発者は、コードをテストしたり、
当初の予想よりかなり大きいデータ セットを
実行したりする必要が生じた場合、インフラ

ます。
クラウドは、変化が花を咲
かせるための土壌です。た
とえば、開発者の毎日のワ
ークフローについて考えて
みましょう。クラウドは

単に反復行動をこなすだけではありません。クラ
ウド開発によって、その設計に内在するスケール
の効率性が証明されます。チームの作業方法を変
えるために必要な新しいツール、技術、言語をも
たらし、企業が今日の開発の猛烈なスピードにつ
いていけるようにします。また、ある意味では、
クラウドの登場はクラウド自身が抱える課題への
答えでもあります。各サイトで手動の操作が必要
な、オンプレミスの地理的な冗長構成に戻ること
はありません。クラウド コンピューティングは課
題でもあり答えでもあります。変更管理プロジェ
クトが目に見えることはありません。
クラウド コンピューティングによって開発ワーク
フローが集中化、自動化、分散されると、開発が
かなり簡単になります。"クラウドにおけるアジャ
イル" は、エンタープライズがクライアントにサ
ービスを迅速に提供する方法に画期的な影響を与
えます。

ストラクチャに対する要求が突然高まること
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アジャイル ビルドの中核的な 2 つの信条である
継続的インテグレーション (CI) と継続的デリバリ
(CD) のワークフローは、開発者の生活においてあ
りふれた現実となっており、クラウドの拡張性に
大きく貢献しています。CI は、開発者がソース リ
ポジトリにコードをチェックインすると必ずビル
ドを自動的にトリガーします。CD は、これを一歩
前進させます。ビルドと自動ユニット テストに成
功したら、より詳細なテストを実行できる環境に
アプリケーションを自動的に展開します。
すべてをクラウドで実行するため、ビルドやテス
ト環境のためにサーバーを
購入したり、管理したりす
る必要はありません。テス
トを実行するまで、サーバ
ーが利用可能になるのを待

クラウドはフレームワークだけでなく、開発者を
サポートするプラットフォームを問わないソフト
ウェア エコシステムも提供します。重要なプログ
ラミング タスクを合理化し、一貫したインターフ
ェイスを提供するソフトウェア プラットフォー
ムによって、各プログラマーの生産性が向上しま
す。開発者は、市場に技術革新をすばやく投入で
きるようにし、エンタープライズでの使用に必要
な深い基盤を備えたツールを探す必要があり
ます。

最初に自問すべき質問は
「クラウドで何をしたい
か」というものです。

つ必要はありません。ク
ラウドでは、使用量に応
じて環境リソースの支払いを行うため、テスト環
境の維持コストが最小限に抑えられます。CD プロ
セスでは、必要なときにテスト環境をセットアッ
プできます。テストが完了したら環境を解体でき
ます。
クラウドによって、長期にわたる開発、テスト、
およびリリース サイクルをソフトウェアの継続的
な反復と改善に置き換えることができます。プロ
セスの各ステップは通常小さいため、開発パイプ
ラインにおいて反復をすばやく進めることができ
ます。この結果、継続的なアプリケーション開発
モデルによって、開発プロセス全体が短縮され、
効率が向上します。

クラウドに対するさらなる期待

オープン ソース支持者が
最初に考えるとよい質問
は、「本当のところクラウ
ドに何を求めているか」と
いうものです。次のような
選択肢について考えてみま

しょう。Web アプリケーションをテストしたいで
すか。Linux サーバー仮想マシンを立ち上げたいで
すか。あるいは、そのプラットフォームをテスト
する Windows ですか。データベースを展開するこ
ともできます。予測分析を行ったり、変動するト
ラフィックに対応するためモバイル バックエンド
ホストを自動化したりするかもしれません。また
は、クラウドを使って何か新しいことを試そうと
していますか。たとえば、Hadoop で MapReduce
ジョブを実行したり、機械学習プロジェクトに R
を使うことでしょうか。Debian VM を実行して
Raspberry Pi を実行する IoT エンドポイントを通信
することや、ハイブリッド クラウド コンテナーを
管理するように Red Hat CloudForms をセットアッ
プすることかもしれません。このような種類のプ
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ロジェクトには、従来の環境で通常実現されるよ

任意の数のオープン ソース構成管理ツール

りも高い俊敏性が必要です。

(Chef や Puppet など) を使って、世界中に広がる
Azure の 22 のリージョンのグローバル ネットワー

適切なクラウド ベースの開発プラットフォーム

クにアプリを展開することで、大勢の知恵を活用

があれば、これらのどのシナリオでも実行できま

することができます。

す。最もすばらしいこととして、自動化スクリプ
トを使い、それに対してアクセプタンス テストや

Azure プラットフォームには、相互運用性をサポー

より詳細なテストを実行するだけでテスト環境を

トするツール セットがフル装備されているため、

スピードアップさせることができ、優先度の低い

移植性が向上しています。どのようにでしょう

キューは完了すると自動的にプロビジョニング解

か。テクノロジとクラウド環境に互換性があるか

除されるため、貴重な労働時間を節約できます。

どうかを心配しなくても、開発者が必要なときに
既存のアプリケーションをクラウドに取り入れる

クラウドの採用に関して選択を行う場合、チーム

ことができるようにすることによってです。

やステイクホルダーが必要とする機能を妥協せず
に、クラウドがもたらすあらゆるメリット (相互

適切に行えば、組織が多くのことをすばやく行う

運用性、オープン性、ハイブリッドな移植性、自

ことができるようになるため、クラウド コンピュ

動化) を活用するプラットフォームを選んでくだ

ーティングは自身の学習曲線の恩恵をすぐに受け

さい。

ます。クラウドによって、必要な労働時間やデー
タ センター リソースが減少します。このようなソ

Azure は、Microsoft のオープンで柔軟性の高いク

リューション セットの別のメリットは、以前はシ

ラウド プラットフォームであり、チームがコード

ステムを通じて実現できなかったような効率を企

に集中し、プラットフォームのビルディング ブロ

業がテクノロジを使ってどのように得るかについ

ックを使って迅速かつ俊敏に拡張できるようにし

て根本的に認識していることです。企業はこの価

ます。複数のクラウド インスタンス間でシームレ

値 (DevOps、分散したチーム、進化する他の作業

スに動作するエンタープライズ クラスの複雑な

スタイルにとっての価値) をすぐに認識し、サー

Linux ベース ソリューションを設計できます。

ビスをクラウドにすばやく移行しています。ただ

Azure には、オープン ソースが第一級の市民とな

し、より大規模な大手企業の場合 (IT に多額の投資

るように投資が行われました。つまり、既に利用

を行っている企業など)、最初から "オール クラウ

している環境 (Linux、OS X、Windows Server)、言

ド" に移行するのが適切とは限りません。オンプレ

語 (Python、PHP、Java、Node.js、.NET、C#、

ミス サービスとクラウド サービスの両方を必要と

Visual Basic、C++ など)、開発ツール (Git、

する企業の場合、クラウドに適したワークロード

Visual Studio、Eclipse など)、データ プラットフォ

とサイトに残した方が良いワークロードを選ぶ

ーム、オープン標準が何であっても、そこに構築
することができます。事実上あらゆるテクノロジ
やデータ ソースの上に構築することができます。
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ハイブリッド クラウド コンピューティング アプ

ています。驚くべきことではありません。

ローチを検討できます。

「クラウド コンピューティングの時代によっ
て、開発者の新時代がより良いものになりま

次のようなクラウド プラットフォームを探して

した」と、Megan Swanson 氏は『WIRED』で述

ください。

べています。このテクノロジにより「[プログ

• 用途に関係なく独自の方法でアプリケーシ

ラマ] は新たな機能、新たなビジネス チャン

ョンを構築し、信頼性と拡張性を妥協せず

ス、さらには新たな業界まで生み出すアプ

にインフラストラクチャを管理できる柔軟

リケーションの作成に集中できるようになり

性が備わっている (ビジネスへの影響: 最小

ます」。クラウドの価値は明白であり、テクノ

限のプロセスまたは人材の調整が必要)。

ロジは信頼でき、チャンスははっきりしていま

• 他のプラットフォームとの簡単な相互運用

す。そう思われますか。ではぜひ加わってくだ

性を実現する (ビジネスへの影響: 最小限の

さい。

再教育または雇用が必要。既存のベンダー
を維持可能)。
• データの移植性を向上させる (ビジネスへの
影響: 実行およびアーカイブの俊敏性とスピ
ード。自由に変更可能)。
• エンタープライズ IT に対するこれまでの投
資を活用できるハイブリッド クラウド コン
ピューティング アプローチを採用している
(ビジネスへの影響: 既存の IT への投資の回
収が保証される。チャージバック システム
の明確な区分が維持される)。

最近まで、IT リーダーと開発者には、クラウド
に関して無視する、阻止する、採用するという
3 つの選択肢がありました。最初の 2 つの選択
肢は今は対象外です。クラウドの船は出航して
しまっているのです。Evans Data の新しい調査
によると、ほぼ 500 万人の開発者がクラウドを
開発プラットフォームとして使っており、この
数字は今後 12 か月以内に 3 倍になると予想され
9
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110001
010101
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110001
010101
110001

SF における未来の星間探査機はだれも行ったこと

る最良のツールの中には、オープン ソース ソリ

がない場所に勇敢に突き進み、共存と学習のため

ューションを完全に統合し、それらのツールによ

に新たな文明の市民に接触します。想像上の宇宙

って可能になるグローバルなコラボレーション ワ

空間探検家のように、今日の開発者は協調と貢献

ークフローから生じる文化を認識するものがあり

によって知識の幅を広げようとしています。

ます。

開発者は、共有をきわめて重視します。成功を共

オープン ソースは、必ずしもサポートが限られた

有し、失敗から学んだことを共有し、メトリック

継ぎはぎの手段ではありません。多くの場合、オ

を共有し、コードを共有します。他の人が大きく

ープン ソースはほとんどの新しいクラウド プラ

貢献できる仕方でそれを行います。

ットフォームの背後でエンジン (原動力) となって
います。使命を果たすためには、並外れた宇宙船

オープン ソースの世界は、手法として共有が行わ

が重要になります。その背後のエンジンも同じで

れる世界です。今日のソフトウェア開発におけ

す。今日の宇宙船を動かすエンジンは何でしょう
か。それは、クラウドにおける貢献と協調の結果
生まれる技術革新です。

11
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ソースを直接利用する
IT それ自体は変化しません。世界中の 1 億 8500
万人の開発者は IT を使って世界を変えています。
一度に生じる技術革新は小さなものです。このイ
ンターネット時代において、ソフトウェアがあら
ゆる業界を混乱させています。この変化をもたら
しているのは、組織の運営方法、顧客との接触方
法、取引方法を根本的に変えるビジネス アプリケ
ーションです。
IT リーダーには、成功のために組織を整えなが
ら、進化するテクノロジの今後数年間における展
望をこの戦略で考慮に入れるという二重のタスク
を抱えています。規則的に変化しているように見
える状勢において取るべき、責任感がある考え抜
かれた革新的なスタンスとは何でしょうか。
クラウドやオープン ソースの現場において変わら
ないのは、コラボレーションとスケールです。開
発者が、クラウドを活用してエンタープライズの
ニーズを満たすアプリケーションを構築しようと
する場合、コラボレーションをサポートするプラ
ットフォームが必要です。クラウドと共に利用さ
れるオープン ソースは、開発者の可能性を引き出
します。オペレーティング システムや重要なユー
ティリティのためにコードのハブを集中化し、デ
バッグとトラブルシューティングに貢献するプラ
ットフォームを想像してみてください。このよう
なプラットフォームでは、人力に馬力が加えられ
ます。より上流の問題解決に対する開発者の取り

た場合に、学習曲線を上回るための開発者にとっ
ての秘伝のソースです。オープン ソースによって
"独自のクラウドを導入" できるようになり、将来
ニーズが生じたときに他のホスト サービスにかな
り移行しやすくなります。
今日のクラウド開発で見られる特にすば
らしいことの多くは、オープン ソースで
す。クラウド開発のパラダイムを活用する
点で最近高く称賛されているテクノロジに
は、Cassandra、Elasticsearch、Memcached、Redis
などのデータベースおよびキャッシュ技術があり
ます。ただし、最近のオープン ソースの波から生
じた最も魅力的なテクノロジの 1 つは Docker で
す。Docker は、プラットフォーム間でアプリをき
れいにパッケージ化および移植する機能のおかげ
で非常に大きな注目を集めてきました。これは、
オンプレミスの開発環境が限られている技術現場
など、あらゆる人に恩恵をもたらしてきました。
大企業は、運用環境において Docker の多様な用途
を見つけており、開発者はより興味深くやりがい
のある仕事をさせてくれると述べています。クラ
ウドの進化に伴って、開発者は "クラウドで生まれ
た" アプリケーションをすばやく効率的に構築お
よび展開する方法としてコンテナーを求めていま
す。プラットフォーム間で柔軟性と拡張性を手に
入れることができるためです。多くの人は、今後
数年間 Docker によって業界が形作られていくと感
じています。

組みを強化し、顧客の価値をすぐに実証する強力

原動力としてのオープン ソース

なプログラムが生み出されます。

では、クラウドでオープン ソース ソフトウェア
を活用する場合の最良のアプローチは何でしょう

オープン ソースは、別のジョブに移行する際や、

か。

職場で別の言語やテクノロジを使うことが決まっ
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クラウドを活用してエンタープライズのニーズを

現在、4 つに 1 つの Azure 仮想マシンが Linux

満たすアプリケーションを構築するための方向性

であり、Marketplace イメージの 60% 超が

を決める際、選択したプラットフォームによっ

Linux ベースです。Azure では、主要なオープ

て、アプリの開発とテストをスムーズにし、クラ

ン ソース言語、開発環境、インフラストラク

ウドとオンプレミスの間で柔軟に移行できるよう

チャ (PHP、Java、Node.js、Python、Ruby な

にする適切な機能に導かれなければなりません。

ど) もサポートされ、きれいに統合されていま

これまで見てきたように、ほぼあらゆる言語、

す。さらに、Microsoft では Hadoop エコシス

開発フレームワーク、ツ
ールを使用できるように
し、皆さんとそのチーム
が今置かれている立場で
ニーズを満たす、つまり
既に使っているツール

テムをサポートしてお

今日のクラウドの最もす
ばらしいことは、オープ
ン ソースです。

(Docker、Java、Red Hat な

り、Azure HDInsight を
提供しています。これ
は、Windows と Linux に
展開できる 100% Apache
Hadoop ベースのクラウド
サービスです。また、

ど) を使い続けることができるようにするもので

各コンポーネントの RESTful API、多言語対応

なければなりません。さらに、共有とコラボレー

SDK、さまざまなツールと自動化オプションを利

ションのワークフローを重視している必要があり

用することで、Microsoft はモノのインターネット

ます。

の取り込みネットワーク、ビッグ データ、機械学
習、Docker が装備された次世代アーキテクチャな

オープン ソースは "if (もしかしたら)" ではなく

どの新しいシナリオに光を当てています。地理学

"when (いつ)" です。主要なクラウド プロバイダ

者の CAD マッピング ツールのように多様性があ

ーは現実にそうですが、オープン ソースを利用

るオープン ソース プラットフォームは、Azure プ

すれば、プラットフォームが事実上どのサーバー

ラットフォームで実行できます。

プラットフォームでも動作することを期待できま
す。おそらく、クラウド プロバイダーは既にオー

数年前、デンマーク政府の環境保護局は、Azure

プンソースを使って多数のインスタンスを運用し

クラウド ベースのホスティングに移行し、手動で

ています。Azure ももちろんそうです。

のマルチサイト バックアップおよびコンプライア
ンス監査の手間を省きながらコストを削減するこ

Microsoft クラウドでは、Red Hat から

とで、コストのかかるオンプレミス データ ストア

Ubuntu、Windows および openSUSE、MariaDB お

の管理を引き受けることができました。多くの公

よび SQL Server、C#、Java まで、業界をリードす

的機関と同様、この事務局は多くのことを効率的

るさまざまなオペレーティング システム、言語、

に行う必要がありました。9 人しかいない小さい

ツール、フレームワークがサポートされます。す

チームが、Java ベースのオープン ソース地理イン

べてのエコシステムのうち最良のものが手に入る

ターフェイス一式に加えて、他のサードパーティ

ため、多くのデバイスで動作する優れたアプリケ

視覚化および製図ソフトウェアを対象としたデー

ーションとサービスを構築できます。

タが格納されている、14 の異なるデータベースの
13
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管理を担当しました。Azure への移行によって、

はオープン ソース言語やオープン API の SDK に

現場のサーバーをノート PC から管理できるように

おける開発者とユーザーのエクスペリエンス

なりました。これしかいないスタッフが、国全体

を改善する方法を絶えず探っています。加え

の天然資源保護地を表すデータ ストアの構成と監

て、Microsoft は皆さんやデータセンターのため

視を指示したことを考える
と、簡単なタスクとなりま
した。

オープン ソースは、サポ
ートのない継ぎはぎの手
段ではなくなりました。

オープン ソース
イニシアチブを推進する

IT の現場は、エンタープライズのニーズを満たす
ため、オープン ソース市場を詳しく調べていま
す。そして、市場もそれに応えています。新しい
開発者をオープン ソースの世界に引き付けるた
め、コードをリリースしているベンダーが増えて
います。Microsoft でさえ、特にサーバー サイド
の .NET スタックを開放し、Linux と Mac OS に広
げました。
Microsoft のクラウドの中心にあるのは、オープ
ン ソース テクノロジ開発の速いスピードについ
ていくことができるオープンで柔軟なプラットフ
ォームである Azure です。もともと自社の規格と
して記述または構築し、後に改良してオープンに
した標準を採用している他のベンダーとは異な
り、Azure は最初からオープンになるように構築さ
れました。いえ、むしろ、よりオープンな標準を
利用して構築されました。
事実、オープン ソースは Microsoft のクラウド革
新アプローチにとって鍵となっています。例を挙
げてみましょう。Microsoft は Docker 統合によ
り新しいコンテナー機能を提供しており、Azure
Container Service などの未来のサービスによって

にクラウドの情報を共
有することに尽力して
います。これは、Azure
Resource Manager (お
よび将来は Azure Stack)
における Linux およびオ

ープン ソースのサポートのおかげです。
Azure では、開発者が既に利用している次のような
オープン ソース テクノロジがサポートされます。
• 開発およびテスト ツールを統合
ロード マップに含める。Azure
は、Vagrant、Jenkins、Hudson などのツール
をサポートするため、Linux と OS X で動作す
るオープン API、オープン ソース SDK、コマ
ンド ライン ツールを通じて他の複数のテクノ
ロジとシームレスに統合されます。
• 製品に対するオープン ソースのサポートを
計画する。Microsoft が管理する多くのサー
ビスは、広く利用されているオープン ソー
ス ツール (Docker および Mesos 向けの Azure
Container Service、分散インメモリ キャッシ
ュ サービス向けの Redis Cache、ビッグ デー
タ プロジェクト向けの HDInsight on Linux) の
上に既に構築されています。これらの製品を
利用することの利点は、どれも開発者による
実際の操作が必要ないという点にあります。
むしろ、Microsoft が各製品を管理します。ま
た、各製品はオープン ソース テクノロジを使
って構築されています。

オープンにそれを行っています。また、Microsoft

14
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• 限られた Linux サポートを提供する。したが

と、あらゆる段階において銀河やクラウドを活用

って、開発者はアプリの構築からテスト、展

する自由を手に入れることができるため、その宇

開、運用まで、開発のどの段階においても、

宙船は技術革新の方法の前触れとなる本当に変化

クラウドの使用を妨げる障害物をすぐに取り

をもたらす乗り物となります。

除くことができます。
• ハイブリッドとオープン ソースの優先順位

Microsoft はオープン ソース エコシステムに取り

を決めてワークロードが停止しないようにす

組み、Azure にオープン ソース ソリューションを

る。これにより、開発者はオンプレミスとク

持ち込んでいますが、皆さんとその組織は、プラ

ラウドの間でアプリケーションを移行できる

ットフォームとツールの選択肢、"独自のクラウド

ようになります。会社が必要とする場合は、

導入" の実現可能性、オープン ソースに適したサ

完全に仮想化されたインスタンスを完全なオ

ポート、スマートな管理オプションを手に入れる

ンプレミスに戻ることができます。

ことになります。

開発者がオープン ソースを使って既に愛用してい

選択を行う前に、自身のクラウド計画の行きつく

るプラットフォームを活用できるようにする大き

先や、オープン ソース クラウド ソフトウェア プ

な取り組みの結果、Microsoft は Linux Foundation

ロバイダーの方向性について理解してください。

と連携し、Linux 管理および Microsoft Azure 実装
スキルの習得を目指す IT プロフェッショナル向け
に Linux on Azure 認定プログラムを最近開始しま
した。Linux Foundation 認定のシステム管理者試
験を包含する Microsoft 発行の認定を取得するこ
とで、IT リーダーと開発者は、現在最も興味深い
テクノロジーに関する技術的かつ専門的な認証を
受けて、同僚より抜きんでた存在となることがで
きます。

ソフトウェア デファインドの世界では、IT という
乗り物が技術革新であるとするなら、最大のエン
ジンはオープン ソースです。
架空の惑星独立国が集まった星間共和国を移動す
る場合でも、実際のクラウド マッピングの場合
でも、スタート ラインについているのは宇宙船
です。宇宙船がオープン性と柔軟性を身に付ける
15
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多目的な運用には、部門間での広範な調整が必要

も理解しています。最終的にこのような質問が生

です。宇宙船の操縦権限を持っている皆さんは、

じます。オンプレミスのシステム アーキテクチャ

企業データ センターとクラウドを橋渡しする最適

との緊密な統合を維持しながら、アプリをパブリ

な方法を見つけるなど、エンタープライズの重要

ック クラウド環境に移行する最も簡単で迅速な方

な組織的取り組みにおいて重大な意思決定を任さ

法は何か、というものです。

れています。ひとりではありません。IT リーダー
は、重要な設備投資と専有財産を管理する者とと
して、オンプレミス インフラストラクチャを保護
する任務を負っています。それでも、皆さんはク
ラウドのメリットは大きすぎて無視できないこと

17
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インフラストラクチャの柔軟性
と拡張性を高める

あります。では、どこから始めたらよいでしょう

私たちはすべて、クラウド コンピューティングの

ークロードをプライベート クラウドで実行するの

ケース (使いやすさ、柔軟性、費用効果というし
っかりとした柱の上に構築される) がエンタープ
ライズに通用することを知っています。しかし、
クラウドの採用を決定した場合でも、組織は別の
選択に直面します。いつパブリック クラウドを活
用すべきか、いつ活用すべきでないか、サービス
やワークロードをデータ センターからパブリッ
ク クラウドに移行すべきなのはいつかという点で
す。さいわい、答えからクラウドを締め出す必要
はありません。ハイブリッド クラウド アプローチ
では、チームが既存の従来のデータ センターとパ
ブリック クラウドのメリットを組み合わせること
ができます。ハイブリッドなアプローチを採用す
ると、クラウドで新機能を実装しながら、既存の
インフラストラクチャに積み上げてきた組織の財
産を活用するという柔軟性が手に入ります。

か。プライベート クラウドとパブリック クラウド
を結合するという課題の中心となるのは、どのワ
か、どのワークロードをパブリック クラウドに移
行するのか、ハイブリッド配置がビジネスにどの
ような影響を与えるのか、という点を判断するこ
とです。
選択を決定する際は、ワークロードの規模とコン
プライアンスおよびセキュリティの考慮事項を考
慮に入れることができます。特定のアプリケーシ
ョンに関連するサービスのアーキテクチャは、ク
ラウドでの使用に適していないかもしれません。
パフォーマンスや金銭的な理由から、そのワーク
ロードをオンプレミス アーキテクチャに配置する
のが最良の可能性があります。同様に、厳格なセ
キュリティ パラメーターを必要とするシステム、
特殊な構成、専用ハードウェアはクラウドに適し
ていない可能性があります。多くの企業は、特定
のデータの種類の物理的な場所を厳格に制限す

企業は、オンプレミス システムとクラウド サービ

る、政府および業界による厳しい規制に直面して

スの両方が必要であると認識しています。ですか

います。パブリック クラウドの大前提は、世界中

ら、ハイブリッド クラウド展開によって 2 つのニ

のあらゆる場所にあるあらゆるワークロードを実

ーズに相互に対応している IT リーダーが増えてい

行することであるため、パブリック クラウド サー

るため、まだ加わっていない方はぜひ検討してく

ビスと特殊なビジネス規制は競合する運命にあり

ださい。オンプレミス投資の価値をさらに引き出

ます。したがって、特定の規制に縛られている企

しながらクラウドに移行できる確実な方法です。

業は、多くの場合、機密性の高いアプリケーショ

移行を軌道に乗せる
ハイブリッド クラウドへの移行は、企業データ
センターからの完全な移行ほどは抜本的ではない
かもしれませんが、チームとユーザーには大きな

ンをパブリック クラウドから切り離す必要があり
ます。その場合、大きいファイルへの高速なロー
カル アクセス、機密データの管理、特定の規制お
よび監査契約への準拠を可能にするため、オンプ
レミス アーキテクチャを検討してください。

変化がもたらされます。やるべき作業はたくさん

18
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一方、クラウド サービスによってデータ センター

クラウド テクノロジは、世界中で安全なモバイル

を拡張すると信頼性とパフォーマンスが向上し、

アプリを提供する際にも確実な方法です。クラウ

機能が拡張されるだけでなく、世界中で安全なモ

ドは、エンド ユーザーのアクセスと ID を事実上あ

バイル アプリを提供することができます。これら

らゆる場所から効率的に管理するのに最適な環境

はすべて、時間と労力を節約しながら実現できま

です。クラウド ベースのツールを使うと、現場に

す。スピードとコストを方程式に当てはめると、

おいてクラウド アプリへのシングル サイン オン

ハードウェアを取得してデータ センターに設置す

アクセスを提供でき、アクセス ポリシーを管理で

るよりも、クラウドでプロトタイプを作成する方

きるため、あらゆるデバイスに機密文書を安全に

が高速で、コストも大幅に下がる可能性がありま

配信できます。また、被害が生じる前に不審な動

す。

作によりトリガーされるセキュリティ アラートを
設定し、ユーザーが指示するアカウントとパスワ

クラウドによる変化を始める分野として適してい

ードのリセットにより時間を節約して、ヘルプ デ

るのは、障害復旧とバックアップです。機器の障

スクの呼び出しを減らすことができます。

害や自然災害からデータとアプリを保護できま
す。データ保護のためにハイブリッド ソリュー

その場合、データのバックアップとストレージ、

ションを展開することにより、半分の時間でデー

オンデマンドの非常に高い拡張性、モバイル アプ

タをクラウドにコピーし、数分でファイルを回復

リケーションへの安全で分散したアクセスを目的

できるようになります。自動化されたデータ保護

としたクラウドを検討してください。

により、スキルの高いエンジニアがより戦略的な
プロジェクトに集中できるようになります。さら
に、拡張性の高いストレージ容量により将来のプ
ロジェクトがサポートされます。
高まる顧客の要望を満たすことに関して言えば、
クラウドは多額の投資をしなくても機能を拡張で
きます。オンプレミスのデータ センターはある程
度の拡張性を常に備えていますが、プライベート
クラウドの機能は統合と管理にコストと時間がか
なりかかります。拡張性はパブリック クラウドの
方が優れているため、パブリック クラウド配置で
は、提供されるコンピューティング リソースを使
って従来のデータ センターよりもすばやく対応す
ることができます。

機能を最大限に高める
適切に運用されたハイブリッド クラウドは、パブ
リック リソースとプライベート リソースを迅速
に提供できるため、IT 部門の管理性と可視性に加
えて、開発者やアプリケーション ユーザーが期待
するオンデマンドのセルフサービスを実現できま
す。より柔軟性の高いハイブリッド クラウド イ
ンフラにより、企業は市場投入までの時間を短縮
して、高まる要望を満たし、コストを削減できま
す。ハイブリッド アプローチでは次の 3 つの主な
コンピューティング機能が最大限に高められるた
めです。
• 負荷分散。ユーザー アクティビティが予期せ
ず増加すると、データ センターがコンピュー
ティング容量を使い果たしたときにアプリケ
ーションのパフォーマンスが低下する可能性
があります。しかし、ハイブリッド クラウド
19
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では一部のワークロードをプライベート クラ

ようにするのと同時に、優れたプロセスを実

ウドからパブリック クラウドに移動し ("クラ

装するのに役立つ自動化および監視ツールを

ウド バースト" など)、需要に応じて戻すこと

追加できます。

ができます。したがって、企業は使った追加
容量の分を支払うだけで、いつでも十分なコ

最適なハイブリッド クラウド ソリューションで

ンピューティング容量を確保できます。

は、ミドルウェア要素が事前に組み込まれたコン

• 拡張性。データ セン
ターはある程度の拡張
性を常に備えています
が、プライベート ク
ラウドの機能は統合と
管理にコストと時間が
かなりかかります。拡
張性はパブリック ク
ラウドの方が優れてい

ハイブリッド クラウド
展開は、オンプレミス投
資の価値をさらに引き出
しながらクラウドに移行
できる確実な方法です。

トロール センターにおい
てこれをすばやく簡単に行
うことができます。クラス
最高のハイブリッド ソリ
ューションを展開すると、
エンタープライズがオンプ
レミスの投資からさらに価
値を引き出しながら、新機
能の実装に必要な柔軟性を

るため、パブリック クラウド配置では、提供

手に入れることができるようになります。アプリ

されるコンピューティング リソースを使って

ケーションを移行または再設計することにより、

プライベート クラウドや従来のデータ センタ

企業が構築に何年もかけた正常なシステムの環境

ーよりもすばやく対応することができます。

を停止させると、クラウドに新機能を追加してそ

さらに、ほとんどのパブリック クラウド プロ

のシステムを拡張するだけよりも、時間とコスト

バイダーで採用されている従量課金モデルで

が不必要にかかる可能性があります。

は、使ったリソースの分を支払うだけでかま
いません。また、プロバイダーが支払い階層

このような柔軟性の高いハイブリッド インフラス

の使用を制限しない一方で、本当の "オンデマ

トラクチャを提供するクラウド プラットフォーム

ンド" の拡張性が手に入ります。

の助けを借りると、コストをあまりかけずにすば

• 自動化。これは、クラウドの主要な機能であ

やく柔軟にビジネス ソリューションの構築を行う

り、プロビジョニングや継続的なメンテナン

ことができます。デメリットもありません。展開

スなどのタスクを支援します。クラウド環境

されるメリットは次のとおりです。

で自動スケール機能を利用してクラウド バー

• 市場投入までの時間が短縮される。クラウド

ストを実現するには、クラウド サーバー上で

での新しいアプリケーションの開発は、非常

アプリケーションの自動プロビジョニングお

に低いリスクとコストで新しいことにすばや

よび構成を有効にする必要があります。多く

く挑戦することを意味します。チームは、ク

の組織は、自動化の必要性を認識しています

ラウドで新しいアプリケーションを開発する

が、自社のデータ センターで実装する時間が

ことにより、市場投入までの時間短縮に貢献

ありません。ハイブリッド クラウド アプロー

できます。実際に、独自の社内テスト環境に

チでは、企業が初期実装作業を正当化できる

展開するよりも、Microsoft Azure などのプラ
20
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ットフォームに展開する方が早い場合があり

キュリティ管理プロセスをハイブリッド クラウド

ます。

プロセスに拡張するのをサポートします。

• 拡張性が高まる。柔軟性の向上に加えて、企
業は変動するワークロードをより簡単に処理

ハイブリッド クラウド プロバイダーの決定には、

できます。Microsoft Azure プラットフォー

パブリック クラウド サービスまたはプライベー

ムには、拡張性が備わっています。あらゆる

ト クラウド サービス単体を選ぶときよりも注意

ユーザーが待っていて今まさに必要としてい

が必要です。プライベート クラウドまたはパブリ

る新しいアプリや機能をリリースする際の予

ック クラウドを検討するときは、1 つの環境に基

測不可能な問題が軽減されます。ですから、

づいて機能を比較します。しかし、ハイブリッド

前日にアプリに接続していたデバイスの数が

クラウドの場合、両方の環境で提供されるソリュ

10,000 台であっても、翌日には 200 万台のデ

ーションと、自社の環境の外部で提供されるもの

バイスを処理できます。

を調べる必要があります。慎重に行動してくださ

• 展開コストが削減され、管理が合理化され

い。内部リソースと外部リソースの間に透明性が

る。企業がホスト型データ センターに移行す

あれば、ワークロードやパフォーマンスをミラー

る場合、数年および数百万ドルかかる可能性

リングする必要はありません。ハイブリッド クラ

があります。Microsoft Azure では、データセ

ウドは、内部リソースの拡張と見なすことができ

ンターを 2 つから 4 つに拡張する場合でも、

ます。ただし、セキュリティ、SLA、管理は、でき

企業に必要なのは半日とクレジット カードだ

る限り内部環境のミラーリングまで近づけてくだ

けです。

さい。

• 顧客満足度が向上する。ハイブリッド クラウ
ド インフラを通じて新しいサービスを低いコ

IT リーダーは、ベンダーをまたぐとサポートの課

ストですばやく提供することにより、企業は

題が生じる可能性がある点に留意してください。

顧客をさらに満足させることができます。企

多くのハイブリッド クラウド プロバイダーは、複

業が協力的なクラウド ソリューション プロ

数のハイパーバイザーとワークロードをサポート

バイダーを利用して変化を促し、新しいこと

できますが、ベンダーの境界をまたぐと各プラッ

に挑戦するスピードが速くなればなるほど、

トフォームで提供される追加機能を常に利用でき

顧客体験の品質を可能な限り高めるサービス

るとも、最高のパフォーマンスが得られるとも限

の適切な組み合わせに到達するのが早くなり

りません。ワークロードの移行だけでなく、デュ

ます。

アル コンピューティング シナリオ (作業を続ける
要員が必要) の運用要素の自動化もサポートする、

成功を収める
クラウド サービスを既存の IT プロセスに統合する
のに必要な範囲を過小評価しないでください。適
切なハイブリッド クラウド プロバイダーが、さま
ざまな既存の自動化機能や新しい自動化機能を通
じて、従来の容量、パフォーマンス、可用性、セ

生粋のハイブリッド クラウド ベンダーを見つけ
るのが重要なのはこのためです。多くの企業が直
面する課題は、クラウド ベンダーが運用メンテナ
ンスの負担を軽減してくれないことに気付くのが
遅すぎるということです。オンプレミスから移行
した意味がありません。本当のハイブリッド サポ
21
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ートは、自動化およびクラス最高のアーキテクチ

ットフォームと言語を統一する際にそうなる場合

ャをソリューション アーキテクチャに組み込みま

があります。サポートの問題に加えて、単一ベン

す。そのような抽象化レイヤーに求めるメリット

ダー エコシステムの統合ミドルウェア レイヤーに

を提供しなければならないのです。

内在する展開インセンティブが生じやすいという
点もあります。

かつては純粋な Windows プラットフォームと考
えられていた Azure には、複数のテクノロジの

ただし、エンタープライズ SLA を活用するた

移植のサポートが含まれているだけでなく、内

め、単一ベンダーのエンタープライズ製品を採

部および外部クラウドにおける Linux 仮想マシン

用することもあります。エンタープライズ構成

や Docker コンテナーのフル サポートも特徴と

(System Center を実行する Windows Server 2012

しています。しかし、これはすべてのベンダーの

R2 への Microsoft Azure クラウドの完全統合など)

継ぎはぎ作業を今すぐ始めるという意味ではあ

は、OSS 環境の保管に使うことができ、内部クラ

りません。たとえば、Microsoft Hyper-V を使っ

ウド環境からハイブリッド クラウド環境に移行す

て、Microsoft Azure 以外のハイブリッド クラウド

る際にワークロードのさらに広範な一貫性が促さ

に拡張することはサポートされますが、問題が起

れます。たとえば、Red Hat 統合では、Azure のお

きないと保証されるわけでもなく、チームがベン

客様のデュアル ベンダー サポートが協調的な問題

ダーの責任のなすり合いに巻き込まれないと保証

エスカレーションと組み合わされ、広く信頼され

されるわけでもありません。唯一の違いは、技術

ているオープン ソース ディストリビューターの専

的な問題の一部分がサイトに存在しなくなったと

門知識と市場をリードするクラウド プラットフォ

いうことです。

ームを組み合わせることができます。

既に Azure を検討している場合や、サブスクリプ
ションを持っていて利用を始めようとしている場
合は、Microsoft の開発ツールに制限されると勘違

ほとんどの企業は、オンプレミス システムとクラ

いしないでください。さまざまなアプリケーショ

ウド サービスの両方が必要であるという現実を受

ンやサービスによってクラウドへの投資を自由に

け入れています。オンプレミスのデータ センター

拡張できます。プラグ アンド プレイ ミドルウェ

は、パブリック クラウドのようなスケール オプシ

アの Azure Marketplace カタログと、サービスとし

ョンと費用効率を備えていませんが、エンタープ

てのインターネット構成を成功に導くインテグレ

ライズは一部のデータを自社のファイアウォール

ーターのおかげでカスタマイズが可能です。アー

内に維持するオプションも求めています。ハイブ

キテクトが、ベンダーのツール セットに沿ったテ

リッド モデルは、それぞれの長所を組み合わせた

クノロジではなく、最も有用なテクノロジを使っ

ものです。ハイブリッド クラウド デリバリ モデ

て既存の資産を増やすことができるようにしてく

ルを展開することで、過去の IT 投資を活用し、維

ださい。単一ベンダーに制限されることは必ずし

持することができます。IT チームにとっては、パ

も懸念事項とはなりませんが、繰り返し可能な操

ブリック クラウドの要素と自社のインフラストラ

作とバッチ処理されるインスタンスのためにプラ

クチャを連携させ、時間の経過と共に成長させる
22
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ことは、課題となる場合があります。しかし、ク
ラウドの標準、手法、ツールの継続的な進化によ
って、ハイブリッド クラウドの統合と成長はより
容易になるはずです。
"ハイブリッド クラウド" の展望にベンダーが興
奮していることは、オープン ソースの現場にと
って良いニュースです。それでも、今の興奮が必
ずしもソリューションに変わるわけではありませ
ん。Microsoft は、ハイブリッド クラウド コンピ
ューティング専用のソリューションを提供してい
ます。
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高度を維持する:
自動化と柔軟性を
維持する
変動するワークロードに対応でき
るような方法で自動化する。
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宇宙船の必要な機能を担う膨大な数の重要なシス

ムを拡張することは、人手のかかるプロセスにな

テムをコンピューターが制御可能であれば、統制

る場合があります。規模によっては、この方法で

のとれた宇宙船の飛行は容易になります。宇宙船

対処することが適切でない場合もあります。この

の艦長であれば、非常にしっかりとしたクルーが

ような場合、しきい値スケールが真価を発揮しま

いたとしても、エンジニアやチーム メンバーの仕

す。しきい値スケールにより、手動で介入しなく

事の負荷を軽減できるテクノロジの進歩を歓迎す

ても、需要/使用量に応じてクラウド インフラに容

るでしょう。

量を追加または削除することが可能になります。

コードとしてのインフラストラクチャの世界に向
かって進歩していますが、高い可用性、コンプラ
イアンス、"スマートな" しきい値スケールを実現
するため、Web に接続する複雑なアプリケーショ
ンを支えるテクノロジを自動化することは必須に
なっています。パフォーマンスを手動で監視し、
変動するワークロードに対応できるようにシステ

25
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負荷の増加と予測不可能性に対
処する
オンデマンドでの拡張機能は、クラウド コンピュ
ーティング最大のメリットの 1 つです。現在、訪
問者トラフィックの急増に対応する Web サイトの
能力は、急速に最大の懸念事項となりました。垂
直方向の拡張が簡単なソリューションであるのは
確かですが (RAM の増設、コアの追加を行うだけ
で、すぐに満足できます)、このアプローチの問題
は将来の保証とならないこ
とが問題です。このソリュ
ーションがうまくいくかど
うかは、インスタンスのサ
イズや成長の余地しだいで
す。代わりの方法として、
ソフトウェア アーキテク
チャの水平方向の拡張を検
討し、時間を費やすことを
お勧めします。

が、古い環境から新しい環境への移行を処理する
ときにいくらかの中断が発生する可能性が高くな
ります。
対照的に、水平方向の拡張 (スケール アウト) で
は、システムを追加のリソースに展開して (プロセ
ッサと RAM が少ない多数のサーバーなど) 自動的
に稼働させることで、一度に需要を満たすため、
リソースのプロビジョニング中もシステムの実行
を中断せずに継続できます。もう 1 つの長所は、

高い可用性、コンプライ
アンス、スマートなしき
い値スケールを実現する
ため、Web に接続する複
雑なアプリケーションを
支えるテクノロジを自動
化する必要があります。

2 種類の拡張のうち垂直
方向の拡張 (つまり、スケール アップ) は、従来
からある最も簡単な拡張方法です。既に所有して
いるハードウェアをアップグレードするか (つま
り、より堅牢で高価なサーバーを購入する)、容
量とパフォーマンスに優れた代わりのハードウェ
アを使用するソリューションを再展開することで
行います。短所は、最終的にコスト面で手が出せ
なくなるか、利用可能なハードウェア容量の限度
に到達するということです。さらに、スケール ア
ップは、再展開中にシステムが一時的に利用不能
になる破壊的なプロセスです。新しいハードウェ
アをプロビジョニングしてオンラインにする間、
元のシステムの実行を継続できる場合もあります

水平方向の拡張によって
重要なアプリケーション
の障害点を増やすことが
できるため、ダウンタイ
ムの発生時に自動フェイ
ルオーバー機能を実現で
きるという点です。スケ
ール アウトは通常アップ
グレードしやすく、垂直
方向の拡張よりコストが
かからないことや、無限
に拡張できるという点も

見逃せません。
多くの開発者がそうですが、時間が経過しても負
荷がほとんど変わらないと 100% 予測することは
できません。頻繁に変化する顧客のニーズによっ
て決まるからです。むしろ、将来発生するすべて
の増加に対処する必要があります。同時に、不要
なときにコンピューティング リソースの支払い
をしたいとは思わないでしょう。新しい製品やサ
ービスが最初のリリースされたときは、新規顧客
の急増に伴って急成長が予想されるかもしれませ
ん。時間の経過と共に、そのようなアクティビテ
ィは、高い負荷と低い負荷が周期的に入れ替わる
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特徴を持つ (1 か月ごと、平日と週末、Netflix のよ

ピューティング インスタンスで実行されると

うに夜間と朝など)、季節的な負荷と変わるかもし

きは、アプリケーションの部分ごとに別個の

れません。スケジュールされたジョブや日次レポ

拡張ポリシーが必要になることがあります。

ートのように、タスクによってはオン/オフの負荷

たとえば、システムがさまざまなレベルのサ

パターンとなり、負荷がまったくないこともあり

ービス (基本サービスとプレミアム サービス

ます。予測不可能なシナリオや競合シナリオに直

など) を提供する場合、SLA の各種レベルを満

面した場合、しきい値スケールは推測に基づく将

たすため、プレミアム サービス パッケージに

来の負荷の処理に役立つことがあります。

は基本サービス パッケージよりも積極的にコ
ンピューティング リソースをスケール アウト

しきい値スケールの実装に関す
る考慮事項
ほとんどのクラウド ベースのプラットフォームに
は、一般的なシナリオに対処するしきい値スケー
ル メカニズムが用意されていますが、しきい値ス
ケールはすぐに効果の出るソリューションでない
点に留意することは重要です。システムにリソー
スを追加したり、プロセスのインスタンスを増や
したりするだけでは、システムのパフォーマンス
向上は保証されません。しきい値スケールを備え
たインフラストラクチャを構築するには、サービ
スが提供する価値のニーズに従った慎重な評価と
十分な検討が必要です。
しきい値スケール戦略を実装する際は、次の点を
考慮してください。

する必要が生じることがあります。
• 上限を設定する。スケール構成で自動的に追
加可能なインスタンスの最大数を制限しま
す。これは、必要以上の増設を防止し、非常
に多数のインスタンスが実行された場合のコ
ストに上限を設けるためです。
• イベントの監視をセットアップする。しきい
値スケール メカニズムでは、スケール プロセ
スを監視し、各スケール イベントの詳細をロ
グに記録する必要があります (たとえば、何に
よってトリガーされたか、どのようなリソー
スがいつ追加または削除されたか、など)。こ
の情報を使って使用パターンを識別して、戦
略の効果を測定し、アプリケーション要件の
進歩に伴って戦略を長期的に変更することが
できます。

• システムは、水平方向に拡張できるように設
計する必要がある。クラウド サービスや Web
サイトを水平方向に拡張するときは、プロセ
スに対してインスタンスを指定しないでくだ
さい。代わりに、どのインスタンスがどのサ
ブプロセスを実行するかを指定しないように
仕様設計ソリューションをレベルアップして
ください。
• ビジネス ワークロードごとに必要な構成は異
なる。バックグラウンド タスクが別個のコン
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Microsoft Azure におけるソリュ
ーションとしてのしきい値スケ
ール

ができます。

Azure のしきい値スケールでは、設定しやすいル

に追加リソースが利用できるようになり、ピーク

ール セットに従ってサービスを動的に拡張できま

時間が過ぎるとスケール インされます。この戦略

す。この機能を使うと、Azure Web Apps の機能と

では、システムが負荷に反応するのを待たなくて

Azure Virtual Machines のインスタンスを自動的に

も、十分なインスタンスを事前に実行しておくこ

追加および削除できます。Azure 管理ポータルで

とができます。

2 つ目の方法である時間ベースのしきい値スケー
ルを構成すると、予想される使用のピークと同時

は、大まかなスケール ポリシーをすばやく構成す
ることができます。さらに踏み込んで制御するに
は、Azure Monitoring Services 管理ライブラリを使
ってさらに細かいしきい値スケール ルールを構成

しきい値スケールは、可用性とリソースの大まか

できます。

な最適化を実現できるようにすることで、組織に
大きな価値をもたらすことができます。準備が整

Azure で自動スケール ルールを構成するアプロー

ったら、開発者は Microsoft Azure に用意された多

チには、1) メトリック ベースと 2) 時間ベースの

数のリソースを使ってしきい値スケールの使用が

2 つがあります。

適しているかどうかを判断できるだけでなく、複
数のしきい値スケール構成アプローチを利用する

メトリック ベースのアプローチでは、平均 CPU 使

こともできます。インフラストラクチャでしきい

用率 (直近 1 時間など) や、ソリューションが処

値スケールの使用を決定する場合は、十分に検討

理しているメッセージ キュー内のアイテムのバッ

して慎重に実装する必要があります。

クログなど、実行時間メトリックに従ってしきい
値スケールを構成します。パラメーターの構成と
システムのパフォーマンスの監視を行い、必要に
応じて、システムの拡張方法を調整します。ただ
し、しきい値スケールは瞬間的なプロセスではな
い点に留意してください。メトリック (平均 CPU
使用率が指定されたレベルを超過する/下回るな
ど) に反応するまで時間がかかります。Azure の 1
つのメリットは、5 分間 (あるいはそれより長い時
間) に発生するスケール アクションを 1 つに限定
することで、インスタンスの開始と停止を頻繁に
試みる微妙なバランスのとれたしきい値を設定で
きない点にあります。システムが過剰に反応する
ことがわかった場合は、この時間を長くすること
28
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23 世紀の最先端テクノロジを自慢とする宇宙船に

宙船です。チームが高いカスタマイズ性と拡張性

乗っているところを想像してみてください。架空

を備えたアプリケーションの構築に集中できるよ

の宇宙船は印象的です。ワープ パワー テクノロジ

うに、超硬質なあらゆるロケット科学をひそかに

の進歩と科学的な機器類が搭載されているからな

備えるプラットフォームが必要とされています。

どではありません。その時点で技術的に最も洗練
された宇宙船の 1 つであり、ほんの数時間で惑星
を生命のない状態にできる能力を持つ最も強力な
宇宙船の 1 つであることでも知られています。大
きな射撃能力を備えています。
現実の世界では、次のような高い制御性を持つ宇
宙船が必要とされています。つまり、ミッション
クリティカルなクラウド サービスを支えながらコ
ア インフラストラクチャを稼働させるための、戦
闘に耐えられる基礎的なテクノロジを搭載した宇
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一枚岩から脱却する
クラウドは、オンデマンドで拡張できるようにす
ることで、エンタープライズがサービスを提供す
る方法を変えました。クラウド コンピューティン
グの最大のメリットを活かすため、開発者は従来
の複雑なエンタープライズ アプリケーションをマ
イクロサービス アプロー
チに置き換えることによっ
てアプリケーション設計を
再検討しようとしてきまし
た。これは、特定のビジネ
ス機能向けの使いやすい
API を備えた、拡張性のあ
る小規模な自律サービスの
スイートとして、単一のア
プリケーションを開発する

ボリュームが大きく高速な Web サイトを運用する
能力に優れていることで知られるインターネット
規模の企業は、マイクロサービス アーキテクチャ
をベースとするよりモジュール型で疎結合のアプ
ローチの採用を選択してきました。このアプロー
チでは、アプリケーションが小さい機能に効率的
に切り離されます。これにより、クラウドに最適

Docker の登場、サード
パーティ開発ツールの普
及、クラウドの信頼性向
上はすべて、マイクロサ
ービスの人気の高まりに
貢献しています。

ことを意味します。Docker
などのコンテナー テクノロジは、この機能を提供
し、プロセス レベルの抽象化を提供するという新
しいクラウド テクノロジの展望と (従来の仮想マ
シンとは異なります)、組織が IT に期待してきた機
能を実現します。
基幹業務アプリケーションによくある設計パター
ン (ユーザー インターフェイス コードを実行する
Web サーバー、すべてのビジネス ロジックおよび
サービスを実行する一枚岩のアプリケーション、
変化しないあらゆるストレージ要件を満たす単一
のデータベース) についてはよくご存じのことと
思います。このアーキテクチャを評価しているの
であれば、短所についてもお気付きのことと思い
ます。具体的には、アプリケーションの小さい部
分に変更を加えると、一枚岩全体を再構築して展
開する必要があるということです。

な、きめの細かい自己完結
型のステートレス マイク
ロサービスが生まれます。
コンテナー技術によって、
他の機能に与える影響を最
小限に抑えてサービスを更
新、追加、置き換え、削
除することが簡単になる
ため、理想的です。さら
に、Docker コンテナーは

このアプローチにぴったりのツールです。なぜで
しょうか。効果的なパッケージング、環境間の移
植性、既存のリソースにとっての高いアプリケー
ション密度、Docker Hub における成功したエコシ
ステムを備えているからです。
たとえば、e コマース アプリケーションは、検
索、キャッシュ、メッセージング、データ バック
エンドのために複数の Docker コンテナーを取得
し、それらを水平方向に拡張されるクラスターに
グループ化して、アプリケーション機能をコンテ
ナーに分割します。コンテナーは、サービス レベ
ルで組織されます。カタログから製品情報を取得
するためのレベル、インベントリをチェックする
ためのレベル、サード パーティ サービス発注する
ためのレベルです。これらの各コンテナーは、環
境間でコード化および複製されていれば Docker フ
ァイルで記述されます。言うまでもなく、これに
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よってクローン化されたインスタンスのテストと

ョンのステートレスな部分にのみコンテナーを使

展開が高速になるだけでなく、しきい値スケール

い、データベースのようにステートフルなサービ

機能に接続されるためチームにセーフティ ネット

スは通常のアプリケーション ライフ サイクルの外

を提供することにもなります。負荷が急増した場

で管理されます。このアプローチによって、アプ

合、よりステートレスな Web サーバーを追加でき

リケーション全体ですべてを包含するコンテナー

ます。または、既存のステートレス サーバーが停

ベースのマイクロサービスから得られるメリット

止した場合、別のサーバーに置き換えることがで

が最終的に限定されます。チームが分散し、ロケ

きます。適切に行えば、メリットして俊敏性と復

ール固有のサービスが提供される時代にあって、

元性が向上します。
もちろん、このソリューシ
ョンにはいくつかの課題が
あります。現在、Web およ
びモバイル アプリを支えて
いるコンテナー ベースのア
ーキテクチャは通常ステー
トレスです。しかし、ステ

アプリケーション全体をコン

Azure のクラウド プ
ラットフォームで
は、Docker と Docker
エコシステムが広範に
サポートされます。

テナー化することには、新し
い市場に進出する時間が短縮
されたり、移行によるダウン
タイムが減少するなど、魅力
的なメリットがあります。た
とえば、Docker によって組
織のデータセンター移行が大
幅に高速化されます。Docker

ート (つまり、持続性やストレージ) が避けられ

を使うと、データセンター間でコンテナー化され

ないシステムが多く存在します。データを保存す

たアプリケーション全体を移動できます。クラウ

るシステム (データベースだけでなく、ユーザー

ドによるハイブリッドと移植性の展望が果たされ

アカウント、買い物かご、ジョブ キューなど、

るのです。大きいデータ セットを長距離移動する

多数存在します) は、すべてステートを管理する

ことは従来困難であったため、移行の一環として

必要があります。このため、ステートフルなアプ

アプリケーション再設計せずにそれができること

リケーション設計ツールは増え続け、進化し続

は、開発チームにとって朗報です。

けます。MongoDB、RabbitMQ、Redis、Apache
Cassandra、MySQL など、マイクロサービス ア
ーキテクチャにおいて開発者が現在アプリケー
ションのさまざまな部分に使うことができる
データ サービスの数と種類は増え続けていま
す。Elasticsearch による何百万ものログ メッセー
ジの解析、Redis によるジョブ キュー、MySQL に
よる顧客のサインアップなど、これらすべては同
じアプリケーションで実行できます。
ただし、ほとんどの場合、開発者はアプリケーシ

必要な方法での展開
組織がアプリケーション アーキテクチャでコンテ
ナーを活用すると、そのアプリケーションの機能
を無効にする機能、水平方向に拡張する機能
(ステートレス サービスの場合)、環境間でアプリ
ケーションを簡単に移植する機能を得ることがで
きます。この結果、コンテナーのフットプリント
が拡大しますが、それと同時に、それらを管理す
る適切なツールとプロセスを手に入れるという課
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題が生じます。つまり、1 つのベンダーからすべて
を得ることが期待できるクラウド サービス管理ツ
ールです。

かつて、開発者がサービスの大規模な開発、
実行、管理の一般的なあらゆる側面を扱うための

現在の商用クラウド プラットフォームでは、開発

基盤が存在しないことがありました。現在では、

者は従量課金制でコンピューティング パワーとス

使用可能なインフラストラクチャ リソースとアプ

トレージを利用できるだけでなく、リレーショナ

リケーションのニーズを本質的に理解するプラッ

ル データベースと NoSQL データベース、インメ

トフォームが存在しています。使用量の増加時に

モリ キャッシュ、パフォーマンス分析など、一般

開発者がアプリケーションを再設計しなくてもよ

的なアプリケーション サービスのスイートを簡単

いようにアプリケーション ライフサイクル管理機

に利用できます。クラウド サービスによって、自

能を提供するのか、困難な分散システムの問題

動化された開発環境、テスト環境、ステージング

(ステート管理など) を解決するのか、新たなレベ

環境、本番環境からメリットを得やすくなり、継

ルのアプリの認識および洞察によってマイクロサ

続的配信の基盤ができ上がります。ただし、多数

ービスの調整と自動化からメリットを得られるよ

の言語と環境で構築されたアプリケーションやオ

うにするのかにかかわらず、Azure クラウドは開発

ープン ソース ツールを管理する場合は、すべて

チームが本当に重要な機能の開発にもう一度集中

の商用クラウド ソリューションが同じとは限りま

できるようにします。

せん。
Azure のクラウド プラットフォームでは、一例
として、Docker と Docker エコシステムが広範
にサポートされます。Docker Extension for Linux
Virtual Machines (Machine、Compose、Swarm な
どのツールとも連動します) から始めて、特殊な
Linux ディストリビューション (CoreOS などのコ
ンテナー、Operations Management Suite により
提供される管理と監視の場合) が追加されます。
その後、Azure Container Service (プライベート プ
レビューで利用可能) が追加され、あらゆる種類
のコンテナー化が可能になります。このようにし
て、Microsoft は、効率を高める細かいコンテナー
を実行する Azure によって、開発者と組織が顧客
にすばらしいアプリケーション体験の提供に集中
できるようにしています。
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あらゆる道が宇宙船に戻る
エンタープライズにふさわしい開発環境を構築することは、宇宙船の艦長を務めるようなものです。
艦長の成功 (とクルーの成功) は、未来のクラウドを設計する艦長の能力に依存しています。
• クラウド プラットフォームは、生産性と革新性を高める態勢が整っていますか。
• チームが利用するオープン ソース テクノロジがサポートされていますか。
• 組織がオンプレミスへの投資を維持できますか。
Microsoft は、クラウド コンピューティングの採用に関して、使いやすさ、機能セット、ハイブリッド クラ
ウド展開、移植性を妥協すべきでないはと考えています。Azure は、エンタープライズ レベルの監視とサポ
ートという強みを活かし、オープン性を目指して構築されています。業界標準のオープン ソース ソリュー
ションと直接統合されており、その中にはオープン ソースの関係者によって何十年もの間利用されている
ものあります。
Microsoft Azure では、お客様の条件どおりに最高のクラウドを手に入れることができます。チームや機能に
妥協を求めることはありません。
今すぐ無料で Azure をお試しください。ご自分でご確認いただけます。
https://azure.microsoft.com/trial/free-trial-open-source/
Azure オープン ソース ソリューションの詳しい情報をご覧ください。
https://azure.microsoft.com/overview/choose-azure-opensource/

Azure によって前進する
あらゆる分野とテクノロジのアーキテクトと開発者は、Microsoft Azure プラットフォームにクラウド ベー
スのアプリケーションを展開できます。次の Azure OSS ウェブセミナーで実際のプロジェクトの実施例をご
覧ください。
https://info.microsoft.com/harness-the-power-of-open-source.html?ls=Ebook

