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ハイブリッド クラウドを使用する理由
クラウド コンピューティングが大きな注目を集めているのには、理由があります。それは、ク
ラウド コンピューティングこそ IT が今後向かうべき方向性だからです。その一方で、オンプレ
ミスのデータセンターも重要な役割を果たしており、この状況は今後も続く見込みです。こう
したことから、この 2 つを統合してハイブリッド クラウドを構築することは、多くの組織に
とって非常に重要です。
マイクロソフトはこの現実を理解しており、組織におけるハイブリッド クラウドの構築を支援
するため、整合性と連携のとれたクラウド テクノロジとオンプレミス テクノロジを幅広く提供
しています。また、競合他社とは異なり、お客様に適した方法を選択していただける柔軟性の
高いオプションもご用意しています。お客様が選んだアプローチをサポートする、一貫性のあ
るハイブリッド クラウドを提供すること――それがマイクロソフトのコミットメントです。
ところでハイブリッド クラウドとは正確には何のことでしょうか。誰もが認める 1 つの定義に
絞りこむことは容易ではありませんが、必ず満たしていなければならない要件がいくつかあり
ます。たとえば、オンプレミスのデータセンターをクラウドに接続する方法が必要です。マイ
クロソフトでは、Azure Virtual Network や Azure ExpressRoute などでこの問題に対処していま
す。ただし、基本的な接続性だけでは不十分です。ハイブリッド クラウドはこれにとどまら
ず、一貫したさまざまなサービスを包括的に提供する必要があります。
マイクロソフトでは、真のハイブリッド クラウドとは、4 つのコンポーネントを提供するもの
でなければならないと考えています。この 4 つのコンポーネントは、それぞれが大きなメリッ
トをもたらします。4 つのコンポーネントは以下のとおりです。


オンプレミスおよびクラウド アプリケーションに共通の ID。これにより、すべてのアプ
リケーションでシングル サインオンを使えるようになるため、ユーザーの生産性が向上
します。



ハイブリッド クラウド全体をカバーする統合型の管理とセキュリティ。これにより、環境の
監視、管理、保護を一貫して行うことが可能になるため、可視性と制御性が向上します。



データセンターとクラウドのための一貫したデータ プラットフォーム。これにより、デー
タの移植性が確保されると同時に、オンプレミスおよびクラウド データ サービスへのシー
ムレスなアクセスが可能になり、データに対する深いインサイトが得られます。



クラウドとオンプレミス データセンター間で統一された開発および DevOps。これにより、
2 つの環境間で必要に応じてアプリケーションを移動できるようになります。また、両方の
場所が同じ開発環境を持つようになるため、開発者の生産性も向上します。
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これら 4 つの要件を組み合わせることで、開発者、データ プロフェッショナル、IT 管理者、お
よびユーザー向けの一貫したエクスペリエンスが生まれます。図 1 はこれを要約したもので、
それぞれの要件に対応するマイクロソフトのテクノロジの例を示しています。

図 1: ハイブリッド クラウドは、ID、管理とセキュリティ、データ プラットフォーム、開発と DevOps と
いう 4 つの分野で一貫したソリューションを提供する必要があります。

この図に示すように、マイクロソフトは 4 つの分野すべてに対応するハイブリッド クラウド テ
クノロジを提供しています。これらのテクノロジの例には、次のものがあります。


Azure Active Directory は、オンプレミスの Active Directory と連携して、ユーザーに共通の ID
を提供します。



Azure は、クラウドとオンプレミスの両方のインフラストラクチャを対象とした、統合型の
管理およびセキュリティ サービスを提供します。



Azure Data Services は SQL Server と連携して、一貫したデータ プラットフォームを形成します。



クラウド内の Microsoft Azure サービスとオンプレミスの Microsoft Azure Stack を組み合わせ
ることで、両方の場所で開発と DevOps が統一されます。

これら 4 つの属性を持たないハイブリッド クラウドを構築しようとした場合、どうなるでしょ
うか。端的に言えば苦痛に満ちたものになります。本来不要な不整合や差異が環境全体で発生
し、それによって複雑さが増した結果、ハイブリッド クラウドの使用と管理、保護が困難にな
ります。リスクが高まる一方で、ユーザーにもたらされるメリットは減少します。
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それよりも効果的なアプローチは、真に一貫したハイブリッド クラウドを、それがもたらすメ
リットとともに生み出すことです。このホワイト ペーパーで説明するとおり、これらのメリッ
トを提供することにおいて、マイクロソフトは他のどのベンダーにも勝っています。

要件: 共通の ID
アプリケーションが実行されているのがオンプレミスかクラウドかを気にすることなく、どの
アプリケーションにもユーザーがアクセスできる環境が必要です。一貫性のある ID を提供する
ことは、これを実現するための重要な要素です。マイクロソフトが Azure Active Directory (Azure
AD) を開発した理由はそこにあります。このクラウド サービスは、安全なシングル サインオン
や新規ユーザーの自動プロビジョニングなどの機能をもたらします。

場所を問わずアプリケーションにシングル サインオンでアクセス
複数のパスワードを覚えておかなければならないことは、誰にとっても面倒です。企業では、
一度のログインですべてのアプリケーションにアクセスできる機能、つまりシングル サインオ
ンの提供により、この問題は以前より解決されています。しかし、サービスとしてのソフト
ウェア (SaaS) が台頭する今、この問題を再び解決しなければなりません。アプリケーションご
とにログインするのではなく、一度のログインでオンプレミス アプリケーションとクラウド
(つまり SaaS) アプリケーションの両方にアクセスできるようにする必要があります。図 2 は、
Azure AD がこれを可能にする仕組みを示しています。

図 2: Azure Active Directory によって、ユーザーは一度ログインすれば、オンプレミスとクラウドの両方
のアプリケーションにアクセスできます。
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ハイブリッド クラウドで Azure AD を使用するには、まず、組織がオンプレミスの Active Directory
をクラウドの Azure AD に接続します。次に、ユーザーが通常どおりにログインします。この際、
Azure AD はユーザーからは見えません。これでログインし直さなくても、オンプレミス アプリ
ケーションとクラウド アプリケーションの両方にアクセスできるようになりました。ユーザーは
シングル サインオンをハイブリッド環境全体で実行できます。
Azure AD は、Office 365 や Dynamics 365 などのマイクロソフトのクラウド アプリケーションを
サポートしています。それ以外にも、Google Apps、Salesforce CRM、Dropbox、Box、Slack、
Service Now、Workday などの SaaS 製品も数多くサポートしています。Active Directory がさまざ
まなベンダーのオンプレミス アプリケーションへのシングル サインオンを可能にするのと同様
に、Azure AD はさまざまな SaaS プロバイダーのクラウド アプリケーションへのシングル サイ
ンオンを可能にします。
シングル サインオンに Azure AD を使用すると、次のようなメリットももたらされます。


Azure AD では、1 つの共通アカウントを使用して複数のアプリケーションにアクセスできる
ため、SaaS アプリケーション間で再利用される可能性のある複数のパスワードを作成する
必要性が低くなります。これにより、あるサイトでセキュリティ侵害が発生しても、別の
アプリケーションで再利用されているパスワードが漏洩する可能性は低く抑えられるた
め、セキュリティが向上します。



離職するユーザーがいる場合、管理者はそのユーザーを Azure AD から削除するだけで、複
数のアプリケーション (クラウドかオンプレミスかを問わない) へのユーザー アクセスを終
了できます。一方、ユーザーがアプリケーションごとに異なるログインを使用していた場
合は、各アプリケーションのログインを個別に削除しなければなりません。

主要クラウド プラットフォーム プロバイダーの中でも、マイクロソフトほどハイブリッド ID
を広範にサポートしているプロバイダーはありません。たとえば、 AWS Identity and Access
Management は、AWS そのものと AWS 上で実行されているリソースの ID 管理に重点を置いた
もので、Azure AD とは異なり、さまざまなベンダーのクラウド アプリケーションで使用できる
一般的なシングル サインオン ソリューションは提供していません。
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ハイブリッド SaaS アプリケーション
SaaS ソリューションとオンプレミス製品の両方として利用可能なアプリケーションもま
た、ハイブリッド クラウド コンピューティングの形式の 1 つです。たとえば、Office 365
には、Exchange や SharePoint など、このように機能するコンポーネントがいくつか含ま
れています。
ハイブリッド環境では、ハイブリッド SaaS アプリケーションが非常に有用です。たとえ
ば、SharePoint Online と SharePoint Server は、Exchange Online や Exchange Server と同様
に、共通の管理エクスペリエンスを提供します。この他にも、これらのアプリケーショ
ンは、SharePoint Online と SharePoint Server の両方で検索を実行する機能の SharePoint で
のサポートや、Exchange Online と Exchange Server で共通の電子メール ドメインを使用す
る機能など、ハイブリッドならではのメリットをもたらします。
他のアプリケーションと同様に、ハイブリッド SaaS ソリューションも ID を管理する必要
があります。Office 365 では、この課題は Azure AD によって解決されています。Office
365 を使用している組織は皆、Azure AD も使用しています (ただし、Azure AD が組織に対
して明示的に表示されるわけではありません)。Azure AD を使用すると、AD グループに
基づいて特定の Office 365 アプリケーションにライセンスを割り当てることで、特定のグ
ループの全員にアクセス権が付与されるようにすることなどが可能になります。ハイブ
リッド ID とハイブリッド SaaS アプリケーションを組み合わせることは、一貫したハイブ
リッド クラウドから価値を引き出すもう 1 つの方法です。

オンプレミス環境とクラウド環境の両方にわたって ID を保護
共通の ID を使用して複数のアプリケーションにアクセスできることには、大きなメリットがあ
ります。このことは、ID を保護することがこれまで以上に重要となっている理由でもありま
す。マイクロソフトでは、ID を保護する方法をいくつか提供しています。
たとえば、Azure AD には Multi-Factor Authentication (MFA) が用意されています。このオプショ
ンを使用すると、Azure AD にログインするために、単なる簡単なパスワード以上のものが要求
されます。ユーザーは、スマートフォンで受け取ったコードを入力することなど、2 番目の要
素も要求されます。MFA が有効になっていると、ユーザーのパスワードを盗んだ攻撃者であっ
ても、そのユーザーとしてログインできません。攻撃者がログインするためには、ユーザーの
スマートフォンへのアクセス権、または認証に使用されている 2 番目の要素も必要となるから
です。その結果、ID の保護が強化され、リスクが低減します。
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Azure AD は、条件付きアクセス ポリシーもサポートしています。これにより、管理者はユー
ザーの ID だけでなく、ユーザーが使用しているデバイス、ユーザーの所在地、所属するグルー
プなどにも基づいて、特定のアプリケーションへのアクセスを制御できます。ユーザー ID はハ
イブリッド クラウドの境界を定義します。そのため、MFA と条件付きアクセス ポリシーで
ユーザー ID を保護することが重要です。これに加え、マイクロソフトでは、オンプレミス ア
プリケーションまたはクラウド アプリケーションに ID 管理を統合するためのクロス プラット
フォーム API も提供し、SAML 2.0、WS-Fed、OAuth 2.0、OpenID Connect をはじめとした最新の
プロトコルもすべてサポートしています。

要件: 統合型の管理およびセキュリティ
ハイブリッド クラウドを使用することで、IT サービスを組織に提供するためのオプションを広
げることができます。ただし、ハイブリッド クラウドが管理とセキュリティに新たなハードル
を課しているという事実から逃れることはできません。新たなハードルには以下のものが含ま
れます。


オンプレミス インフラとクラウド リソースの組み合わせを監視すること。



監視を通じて発行されたアラートへの対応など、できる限りのことを効果的に自動化する
こと。



攻撃侵入口の多いハイブリッド クラウドを保護すること。



クラウド リソースとオンプレミス リソースの両方に効果的なデータ バックアップと障害復
旧を実施すること。

これらの課題に取り組むには、ハイブリッド クラウド用に設計された管理およびセキュリティ
アプローチが必要です。これを実現するため、マイクロソフトは、Azure の管理およびセキュ
リティ サービスを通じて、運用ライフサイクル全体にわたる組み込み機能を提供しています。
Azure には、ハイブリッド クラウドを監視、構成、および保護のための一貫したツール セット
が含まれています。図 3 は、Azure の管理およびセキュリティ機能 (Operations Management
Suite とも呼ばれる) の概要を示しています。
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図 3: Azure は、最新のハイブリッド クラウド向けの統合型管理およびセキュリティ サービスを
提供します。

ハイブリッドの異機種混在環境に対応した Azure 管理およびセキュリティ サービスは、Azure
またはオンプレミスのデータセンターで実行されている Windows および Linux システムの管理
を強化します。実際、この図には示されていませんが、Azure サービスは、ホスティング サー
ビスまたは他のクラウドプラットフォーム (AWS など) 上で実行されている Windows および
Linux システムの管理にも拡張できます。
Azure のライフサイクル管理アプローチは、Insight and Analytics、Automation and Control、
Protection and Recovery、および Security and Compliance の 4 つの主要サービスで構成されます。
どのサービスにも、図 4 に示すような単一のダッシュボードからアクセスできます。
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図 4: 監視用ダッシュボードは、ハイブリッド クラウド環境の広範でカスタマイズ可能なビューを
提供します。

コンソールはタイルからなり、各ユーザーはどのタイルを表示するかを自分のニーズに合わせ
てカスタマイズできます。たとえば、セキュリティに重点を置いているユーザーは、管理対象
システムに搭載されたアンチマルウェア ソフトウェアの現在のステータス、未解決のセキュリ
ティ問題の数、脅威がどこから来ているかを示すマップを表示することを選択できます。バッ
クアップを担当するユーザーは、仮想マシン、電子メール、その他のデータの最新のバック
アップに関する情報を表示することを選択できます。Azure 管理およびセキュリティ サービス
は、ジェネラリスト向けの効果的なツールとして設計されているため、上記の役割すべてを担
当するユーザーは、これらの情報を組み合わせて表示できます。要件が何であれ、カスタマイ
ズ可能なこのインターフェイスによって、すべてのユーザーが自分のニーズに最も適合してい
る情報とサービスにアクセスできるようになります。また、Azure のクラウド サービスはハイ
ブリッド環境向けに設計されているため、オンプレミスとクラウドの両方のデータセンターに
関する情報をダッシュボードで確認できます。

ハイブリッド クラウド全体で共通のインサイトと分析を取得
管理の最も重要な側面の 1 つに、環境内で何が起こっているかを追跡するための監視がありま
す。ハイブリッド クラウドでこれを効果的に行うことは特に困難です。なぜならば、オンプレ
ミスとクラウドの両方のデータセンターにアクセスできる必要があるからです。Azure は、
Insight and Analytics サービスでこの課題を解決します。
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Insight and Analytics サービスは、監視対象システムに関する情報 (ログやパフォーマンス データ
など) を収集します。ユーザーはダッシュボードを使用して、これらのデータに対してカスタ
ム クエリを発行したり、定期的に実行されるクエリを作成したりして、何か異常がある場合に
アラートを生成することができます。一般的な状況をサポートするため、Insight and Analytics
には、特定の領域に対処するための事前定義されたクエリとロジックを提供するソリューショ
ン群が含まれています。たとえば、AD Assessment ソリューションが Active Directory のステータ
スと改善のための推奨事項を表示するのに対し、SQL Assessment ソリューションは SQL Server
に関する同様の情報を提供します。
この Azure 監視サービスは、System Center Operations Manager と直接接続することもできます。
これにより、Insight and Analytics は、Operations Manager が監視対象システムから取得した情報
とアラートを受け取ることができます。Operations Manager に接続すると、有益な情報に簡単に
アクセスできるようになります。そのため、Insight and Analytics の一般的な使用方法です。
Insight and Analytics には、次のような便利なツールもあります。


Service Map は、ハイブリッド環境内の分散アプリケーションを自動的に検出し、アプリ
ケーション コンポーネント (データベースやビジネス ロジックなど) 間の依存関係を表示
し、問題のトラブルシューティングに役立ちます。



Network Performance Monitor を使用すると、管理者はオンプレミスとクラウドのデータセン
ター間のリンクを含むネットワーク パフォーマンスを追跡し、ネットワークの問題を見つ
けて修正できます。

このテクノロジの価値を理解するために、単純なシナリオを考えてみましょう。Insight and
Analytics が環境内のアプリケーションに関するアラートを発行したとします。管理者は Service
Map を使用して、そのアプリケーションの構造を理解し、問題がアプリケーションの SQL
Server データベースにあることを特定します。また、Insight and Analytics によって提供される
SQL Assessment ソリューションを使用して、そのデータベースを詳しく調べることもできま
す。問題は、たとえば、データベースのテーブルの 1 つが最大サイズに達したことにあるとし
ます。管理者はこのことを特定したら、そのテーブルを切り捨てて、アプリケーションを通常
の動作に戻すことができます。
エラーを見つけて修正するこのプロセスは、問題のあるデータベースがオンプレミス、ホスティ
ング プロバイダー、クラウドのうちどこで実行されているかにかかわらず同じです。これと同じ
ことは、SQL Server と Azure SQL Database にも当てはまります。Insight and Analytics サービスは、ハ
イブリッド環境向けに設計されているため、一貫性は欠かすことのできない特長です。
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このことを他のクラウド ベンダーと比較してみましょう。たとえば、AWS は、クラウド環境を
監視するための CloudWatch を提供しています。しかし、このテクノロジは、ハイブリッド環境
向けに設計されていないため、クラウド以外に関する情報をほとんど提供しません。それとは
対照的に、Service Map はクラウドとオンプレミスのデータセンターの両方にわたってアプリ
ケーションを自動的に検出でき、Azure では、Insight and Analytics の監視機能によって両方の環
境が同等に扱われます。この Azure サービスは、ハイブリッド クラウドに対応するよう根本か
ら設計されています。

ハイブリッド クラウドの管理を自動化
一般的に、システム管理は可能な限り自動化するのが賢明です。これをクラウドから行えるよ
う、Azure には Automation and Control サービスが含まれています。このサービスにより、管理者
はランブックと呼ばれる PowerShell スクリプトを作成して、共通のプロセスを自動化できます。
たとえば、先ほど説明したシナリオに当てはめて考えると、Insight and Analytics はアプリケー
ションの問題の検出に基づいてアラートを生成します。これを処理する 1 つの方法は、管理者
が問題を見つけて修正してくれるのを当てにすることです。問題が初めて表面化したときは、
これが唯一の選択肢であるかもしれません。しかし、もしその問題が再び発生する可能性があ
るならば、自動化されたソリューションを作成してみてはどうでしょうか。管理者は、
Automation and Control サービスの機能を使用して、同じ手順 (データベース テーブルの切り捨
てなど) を定義したランブックを作成してから、アラートが表示されるたびにそのランブック
が実行されるよう設定できます。こうすることで、より迅速で高信頼、かつ低コストの方法で
問題を解決できるようになります。
Automation and Control サービスは、これ以外のさまざまなシナリオにも対応しています。管理
者は、ユーザー パスワードをリセットするランブックや、開発環境向けに仮想マシンを構成す
るランブック、Windows および Linux 用のパッチをスケジュール設定してデプロイするラン
ブックなどを作成します。これを容易にするため、マイクロソフトをはじめとしたベンダー
は、さまざまな一般的なシナリオに対応する事前定義されたスクリプトのギャラリーを提供し
ています。この Azure サービスには、ランブックに加え、Windows または Linux サーバーの構成
方法を指定し、その構成を監視して実施する機能である Desired State Configuration (DSC) も用意
されています。
Automation and Control と Insight and Analytics はともに、お客様のビジネスに影響を与える前に
ハイブリッド クラウド内の問題をプロアクティブに見つけて修正するという、包括的な目標を
掲げています。
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セキュリティとコンプライアンスの一元化されたビュー
セキュリティよりも重要なシステム管理の側面はありません。どのシステムが現在攻撃されて
いるでしょうか。攻撃はどこから来ているでしょうか。攻撃を受けている各システム上のアン
チマルウェア ソフトウェアのステータスはどうなっているでしょうか。ハイブリッド クラウド
では、オンプレミス データセンターとクラウドの両方のシステムに共通の方法で、これらの質
問すべてに答えられなければなりません。
Azure Security and Compliance はこれらの懸念を解消できます。統一されたツール セットが用意
されているため、管理者は、セキュリティの専門家でなくても、ハイブリッド クラウド全体で
脅威を防止および検出し、脅威に対応することができます。このサービスの機能の例を以下に
いくつか示します。


管理者は、ハイブリッド クラウド全体のセキュリティ状態を単一のビューで確認できます。
このビューには、アンチマルウェアのステータスのほか、定義済みのベースライン構成にシ
ステムが準拠しているかどうかなどが表示されます。それどころか、Security and Compliance
サービスは、Insight and Analytics で使用されているリポジトリおよびクエリ メカニズムに基
づいて、Insight and Analytics と同じ広範で強力なセキュリティ管理機能をもたらします。



この広範な可視性により、管理者はセキュリティ上の脅威を迅速に検出し、それに対応す
ることができます。たとえば、仮想ネットワークが正しく構成されていないと判断した場
合は、ダッシュボードのボタンをクリックしてその問題を修正でき、または、Azure SQL
Database 内のデータベースで暗号化が有効になっていないことに気付いた場合は、数回ク
リックする操作で暗号化を有効にすることができます。Security and Compliance サービスで
は、さらに、このようなセキュリティ脆弱性の優先順位付けされたリストがその修正方法
に関するガイダンスとともに表示されます。



Azure Security and Compliance はマイクロソフトによって継続的に更新されるため、出現する新
しい脅威に関する情報が反映される仕組みになっています。このため、管理者はハイブリッ
ド クラウド全体で最新のセキュリティ状態を把握できます。これらの最新情報は、Azure、
Xbox、その他のクラウド サービスに対する攻撃についてのマイクロソフト自身の情報から取
得されます。その意味で、この脅威インテリジェンスは非常に大きなデータセットに基づい
ていると言えます。お客様は、マイクロソフトの幅広い経験のメリットに加え、クラウド
ベースのソリューションゆえに可能になる継続的な更新のメリットを得ることができます。

ここでもまた、Azure が提供している機能と他のクラウド プロバイダーが提供している機能を
比較する価値があります。これらのベンダーはクラウドのみに焦点を当てているため、通常は
ハイブリッド環境の幅広いニーズに対応していません。また、他の主要クラウド プロバイダー
はマイクロソフトほどにエンタープライズ管理ソフトウェアのプロバイダーとしての経験を
持っていない傾向にあるため、クラウドに加えてオンプレミスのコンピューティング環境も管
理するうえで何が必要かを理解できていない可能性があります。
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オンプレミスのバックアップおよび障害復旧にクラウド ベースのサービスを使用
データはどこに格納されているかにかかわらず、バックアップする必要があります。Azure の
ようなクラウド プラットフォームでは、低コストのストレージが大量に利用可能であるため、
クラウド サービスを使用してバックアップを行うのが理にかなっています。同様に、多くのア
プリケーションでは、予期しない障害が発生した場合にもアプリケーションが確実に実行を継
続できるようにすための障害復旧 (DR) 機能が必要です。クラウドは、このサービスを提供する
のにも好適です。
これらのニーズを満たすため、マイクロソフトでは、Azure Backup と Azure Site Recovery (DR 向
け) という 2 つの異なるサービスを提供しています。その名前が示すように、Azure Backup は
データを Azure データセンターにバックアップします。このデータは、Windows または Linux 仮
想マシン、Exchange、SharePoint、SQL Server、Windows ファイルなどから取得されます。デー
タの取得元にかかわらず、Azure Backup では、Azure にデータのコピーを保存し、必要に応じて
そのデータを復元することができます。また、必要なデータだけを復元することもできます。
テープ バックアップとは異なり、オフサイトの場所からテープ全体をフェッチする必要はあり
ません。また、Azure Backup を使用すると、そのデータを地理冗長ストレージに保存しておい
て、万が一 Azure データセンター全体が使用不可になった場合にバックアップを保護すること
もできます。
Azure Site Recovery は、Azure の拡張性と回復性を活用するよう設計されたクラウド ベースの障
害復旧サービスです。図 5 はこのサービスを示しています。

図 5: Azure Site Recovery は、仮想マシンと物理サーバー向けに、Azure へのフェールオーバーによる障害
復旧を実施します。
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Azure Site Recovery は、物理サーバーに加え、VMware または Hyper-V 上で実行されている Linux
および Windows 仮想マシンとともに使用できます。これらの仮想マシンは、オンプレミス、ホ
スティング プロバイダー、Azure (仮想マシンの場合) など、ハイブリッド クラウド内の任意の
場所で実行されます。これらのシステムはその場所にかかわらず、クラウド内の Azure Site
Recovery に最新情報を定期的に送信します。障害が発生した場合は、このサービスが Azure へ
のフェールオーバーを管理します。これには、必要な Azure 仮想マシンを作成し、Azure Site
Recovery に格納されている最新の状態で仮想マシンを初期化して、仮想ネットワークを構成す
ることが含まれます。SAP などの複雑なワークロードでも使用できるようにするため、この
サービスは比較的低コストで使いやすい障害復旧機能を提供しています。
バックアップと DR は一般的に利用可能な機能ですが、これらの Azure サービスがハイブリッド
クラウドに特に適しているのはなぜでしょうか。その答えは、Azure Backup と Azure Site
Recovery の両方がマネージド クラウド サービスであるからです。どのクラウド プラット
フォームでも、バックアップおよび DR 用のサードパーティ製ソフトウェアを実行できます。
それは Azure も同様です (たとえば、CommVault や Veritas などのソフトウェアを Azure Blob
Storage とともに使用できます)。大きな違いは、マイクロソフトがバックアップと DR の両方の
ためのマネージド サービスを提供していることです。つまり、お客様は独自のバックアップお
よび DR ソリューションを購入して、インストールし、クラウドで実行する必要がありませ
ん。これは、クラウド内で独自のサーバーを管理するよりもはるかに簡単であり、ハイブリッ
ド クラウドがもたらすメリットの重要な例です。

ハイブリッドにとどまるか、完全にクラウドに移行するかの選択
いつまでもハイブリッドのままでいる予定の組織がいる一方で、クラウドへの移行の通
過点としてハイブリッドをとらえている組織もいます。つまり、これらの組織は、ハイ
ブリッド クラウドを移行戦略の一部として考えています。
後者の組織は、一貫したハイブリッド クラウドを導入することで、クラウドへの移行を
大幅に容易化できます。たとえば、Azure Site Recovery は、Azure 上でオンプレミス アプ
リケーションの新しいインスタンスを作成できるため、障害復旧だけでなく移行にも役
立ちます。アプリケ ー ションをクラウドに 手 動で移動するのでは な く、 Azure Site
Recovery でこの処理を自動的に実行して、新しいクラウド インスタンスに切り替えるこ
とができます。マイクロソフトのハイブリッド クラウドには、SQL Server Management
Studio に組み込まれている移行ウィザードなどのツールも用意されており、オンプレミ
スの SQL Server アプリケーションを Azure IaaS 仮想マシンに移動するのに役立ちます。
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マイクロソフトは、お客様がオンプレミス ライセンスを Azure に適用できるようにする
ことで、移行コスト削減のメリットももたらします。お客様は、ソフトウェア アシュア
ランス付きの既存の Windows Server ライセンスで Azure Hybrid Use Benefit を利用して、
Azure の Windows Server 仮想マシン コストを最大 40% 削減できます。同様に、ライセン
ス モビリティによって、ソフトウェア アシュアランス付きの既存の SQL Server ライセン
スを追加料金なしでクラウドにデプロイする柔軟性がもたらされます。これらの特典
は、単独で利用しても、2 つ合わせて利用しても、クラウドへの拡張またはリフト アン
ド シフト方式の移行の際に大幅な節約を実現します。お客様はまた、Cloudamize や
Movere などの企業を含むマイクロソフトの広範なパートナー エコシステムを利用して、
移行の知識とツールの両方を入手することもできます。
どのオプションを選択しても、ハイブリッド クラウドに対するマイクロソフトの一貫し
たアプローチにより、クラウド環境への全面的な移行がより簡単で迅速、かつ低コスト
に行えるようになります。

要件: 一貫したデータ プラットフォーム
ハイブリッド クラウドでデータを扱う最適な方法は何でしょうか。すべての組織に当てはまる
正しい答えが 1 つあるわけではありませんが、1 つだけ明らかなことがあります。それは、重
要な情報はクラウドとオンプレミスの両方に置かれるということです。このことを踏まえ、両
方の場所でデータを扱う共通のアプローチを確立することが合理的であると言えます。
これを可能にするため、マイクロソフトのハイブリッド クラウドは、一貫したデータ プラット
フォームを提供しています。この一貫性により、組織は環境全体で同じツールと同じスキルを
使用できるようになります。また、組織がデータを使用する方法は多岐にわたるため、マイク
ロソフトのプラットフォームは、オンライン ショッピング アプリケーションの注文などの運用
データと、データ分析に使用される集計情報などの分析データの両方に対応しています。これ
によって以下の課題を解決することが可能になります。


自社のデータセンターとパブリック クラウドの両方で共通のデータベースを使用すること。



クラウド内のデータ サービスを使用してオンプレミス データベースを補完すること。



データ ウェアハウス、データ分析、およびデータ可視化のための一貫したサービスをオン
プレミスとクラウドで提供すること。
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オンプレミスとクラウドで共通のデータベースを活用
Microsoft SQL Server は、世界中のデータセンターでミッション クリティカルなワークロードを
サポートする成熟した製品です。ハイブリッド クラウド環境では、このテクノロジを多数の有
益な方法で利用できます。
1 つのオプションは、SQL Server を Azure IaaS 仮想マシンで実行することです。これは、たとえ
ばコストを削減するために、あるいは、オンプレミスでデプロイされているアプリケーション
の開発環境を構築するために、アプリケーション全体をクラウドに移動する際に行います。理
由が何であれ、ハイブリッド クラウド全体で同じデータベース テクノロジを使用できるため、
変化するビジネス要件に合わせて、データとアプリケーションを必要に応じて簡単に移動する
ことが可能です。
もう 1 つ可能なオプションは、クラウドを活用して、SQL Server AlwaysOn 可用性グループでビ
ジネス継続性を実現することです。図 6 はこの仕組みを示しています。

図 6: SQL Server AlwaysOn により、セカンダリ サーバーは、クラウドを使用してオンプレミス データベース
のビジネス継続性を実現し、Azure 仮想マシンで実行できます。

この図が示すとおり、可用性グループには、2 つの異なるシステム上で実行されている 2つ (ま
たはそれ以上) の SQL Server インスタンスがあります。AlwaysOn テクノロジは、これらのシス
テム全体にわたりデータに対する変更を自動的に複製します。プライマリで障害が発生した場
合は、セカンダリが自動的に引き継ぎ、このデータベースを使用するアプリケーションの実行
を継続できます。この種類のレプリケーションは、ミッション クリティカルなワークロードに
とって不可欠であり、AlwaysOn は、目標復旧時間 (RTO) の低いシナリオをサポートします。
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セカンダリ サーバーをクラウドで実行すると、コストと時間を節約できます。このセカンダリ
を読み取り可能にすることで、データへのアクセスを拡張することもできます。たとえば、モ
バイル ビジネス インテリジェンス アプリを使用する営業担当者に近い Azure データセンター
に、読み取り可能なセカンダリを配置することが可能です。

オンプレミス データをクラウドに移動してコストを節約
データベースをクラウド仮想マシンで実行することは有益ですが、ハイブリッド データ プラッ
トフォームは、オンプレミス データベースを補完するクラウド データベース サービスも提供す
る必要があります。マイクロソフトのハイブリッド クラウドは、これを複数の方法で行います。
たとえば、SQL Server は、Azure Blob Storage へのバックアップを In-Box でサポートします。こ
の機能は簡単に使用でき、Blob Storage によって提供される低コスト ストレージを活用できる
ようになります。また、バックアップ データの geo レプリケーション機能も用意されているた
め、このデータが 2 つの異なる Azure データセンターに確実に格納されます。組織で格納する
必要のあるデータの量がますます増加していることを考えると、この無制限のクラウド スト
レージに簡単にアクセスできることは有益です。
PaaS データ サービスである Azure SQL Database を使用すると、より多くの可能性がもたらされ
ます。Azure SQL Database は SQL Server をベースにしているため (実際、これら 2 つの製品は同
じコア データベース エンジンを共有しています)、アプリケーションは両方のテクノロジで同
じ方法を使用してデータにアクセスできます。Azure SQL Database は、SQL Server と組み合わせ
て活用することもできます。
たとえば、SQL Server Stretch Database 機能を使用すると、アプリケーションは SQL Server デー
タベース内の単一のテーブルのように見えるものにアクセスできます。ただし、実際には、そ
のテーブルの一部またはすべての行が Azure SQL Database に格納されている可能性がありま
す。このテクノロジは、図 7 に示すように、定義された期間アクセスされなかったデータをク
ラウドに自動的に移動します。
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図 7: SQL Server Stretch Database は、コールド リレーショナル データを自動的にクラウド
にアーカイブします。

このデータを読み取るアプリケーションは、そのデータまたはその一部がクラウドに移動した
としても、そのことを認識しません。アプリケーションは通常どおりに SELECT を発行します。
よりコールドなデータがクエリを満たすために必要な場合、SQL Server Stretch Database はこの
データを Azure SQL Database から自動的に取得します (データは、保管中でも移動中でもプロセ
ス全体を通して保護されます)。その結果、使用頻度の低いデータを低コスト クラウドに自動
的にアーカイブできます。この機能は、たとえば、お客様の注文履歴を保存する場合に使用し
ます。このような状況では、古いデータを保持したいことはもちろんですが、古いオーダーは
アクセスされる頻度が低くなっているため、それらのデータを Azure SQL Database に格納する
ことで、アプリケーションを変更する必要なしにコストを節約できます。
SQL Server Stretch Database は、マイクロソフトのハイブリッド クラウドが競合製品とどのよう
に一線を画しているかを示すもう 1 つの例です。マイクロソフトは、SQL Server と Azure SQL
Database の両方を提供しているため、この 2 つを組み合わせて革新的なサービスを独自の方法
で提供することができます。たとえば、AWS はこれをサポートしていません。SQL Server
Stretch Database 機能は、Azure クラウドでのみ使用できます。

データ ウェアハウス、データ分析、およびデータ可視化の一貫したサービスの
利用
ここまでは、運用データに重点を置いて説明してきましたが、一貫したデータ プラットフォーム
の価値をすべて確認するには、説明の範囲を広げる必要があります。分析データもまた、この説
明の重要な部分であり、マイクロソフトの一貫したハイブリッド クラウドが組織におけるデータ
の管理を向上させるもう 1 つの領域です。図 8 は、考えられる 1 つのシナリオを示しています。
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図 8: マイクロソフトのハイブリッド クラウド データ プラットフォームには、オンプレミスとクラウ
ドのデータを分析して可視化する一貫したサービスが含まれます。

オンプレミスの SQL Server データベースと Azure SQL Database に保持されている運用データを分
析する必要があるとします。図 8 が示すとおり、両方のソース (およびその他多くのソース) か
ら Azure SQL Data Warehouse にデータをロードできます。このクラウド サービスには、リレー
ショナルと非構造化の両方の非常に大量のデータを保持でき、スタッフは数分でデータ ウェア
ハウスを設定できます。また、拡張も簡単で、スライダーを動かすだけでウェアハウス機能を
増減させることができます。さらに、Azure SQL Data Warehouse は、任意のデータで任意の言語
を使用できるテクノロジの PolyBase を採用しているため、リレーショナル データと非構造化
データの両方に対してクエリを発行することが可能です。
図が示すとおり、このデータは Azure Analysis Services を使用して分析できます。このクラウド
サービスは、SQL Server Analysis Services の実証済みテクノロジに基づいており、組織が既存の
スキルと使い慣れたツールを活用することを可能にします。組織のスタッフは、まったく新し
いことを学ぶのではなく、直ちに生産性を発揮できます。図 8 に示すように、既存の表モデル
をインポートして、すでに行った作業を再利用することが可能です。データ アナリストは新し
いモデルを作成してから、URL を変更するだけで Azure Analysis Services または SQL Server
Analysis Services にモデルをデプロイすることもできます。
分析チェーンの最後のリンクは、データを可視化することです。これを可能にするため、マイ
クロサイトのデータ プラットフォームは、クラウド ベースの Power BI を提供しています。こ
のサービスは、Azure Analysis Services のほか、SQL Server Reporting Services を使用してオンプレ
ミスで作成されたレポートなど、さまざまなソースからのデータに対応しています (Amazon の
データ ウェアハウス サービスである AWS Redshift に接続するためのコネクタもあります)。
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Power BI は、Web ブラウザーやモバイル デバイスなどを使用してダッシュボードを表示できま
す。また、電話に向かって話される自然言語クエリによってアクセスすることもできます。た
とえば、営業担当者は電話を使用して、先月のロンドンでの売上に関する情報を簡単に呼び出
したり、その他の特殊なリクエストを行ったりすることができます。
マイクロソフトの一貫したデータ プラットフォームは、これ以外にもハイブリッド クラウド向
けのテクノロジを提供しています。たとえば組織は、Azure HDInsight や Azure Data Lake などの
クラウド内のフル マネージド ビッグ データ サービスを利用して、リレーショナルと非リレー
ショナルのあらゆるデータから豊富なインサイトを得ることができます。マイクロソフトのハ
イブリッド クラウドは、一般的なテンプレートと再利用可能な E 言語サポートを活用して、オ
ンプレミス データとクラウド データ全体で、アナリティクス、ディープ ラーニング、インテ
リジェントなアプリケーションを実現します。これを可能にしているのが、 Azure Machine
Learning や Cognitive Services などのサービスです。
マイクロソフトのハイブリッド クラウド データ プラットフォームが競合製品よりもパフォー
マンスが優れているのはなぜでしょうか。その理由はいくつかあります。まず、カバーする範
囲が広く、さまざまな方法でデータを扱うためのソフトウェアとサービスを提供しています。
このプラットフォームでは、表形式モデルなどのデータやその他の成果物を必要に応じて移動
することもできます。それと同様に重要なこととして、このデータ プラットフォームのクラウ
ド コンポーネントはすべて PaaS サービスです。つまり、IaaS 仮想マシンでオンプレミス サー
バーを実行するのではなく、PaaS サービスがこれを自動的に実行してくれるため、それに伴う
管理業務がすべて不要になります。クラウド内のリソースの作成と拡張は簡単で、Azure に
よって高可用性が確保されます。これらの要因により、お客様はコストを削減し、より価値の
高い作業に人員を割り当てられるようになります。
代替ソリューションには、マイクロソフトのハイブリッド データ プラットフォームの守備範囲
の広さだけでなく、クラウドとデータセンターの両方にわたる一貫性も欠けています。また、
可能な限り PaaS サービスを提供するというマイクロソフトのような姿勢も示していません。こ
のような一貫性を備えたデータ プラットフォームがなければ、ハイブリッド クラウドを確立で
きているとは言えません。

要件: 開発と DevOps の統一
クラウドを使用するうえでの最大の課題の 1 つは、クラウド開発プラットフォームが従来のオ
ンプレミス プラットフォームと異なることです。たとえば、どちらの環境も Windows Server と
Linux を実行する仮想マシンを提供している点など、いくつかの共通点はもちろんありますが、
それ以外の点では大きく異なります。これらの違いが原因で、次のような問題が発生する可能
性があります。
19



クラウド プラットフォーム用に構築されたアプリケーションは、オンプレミスに戻すのが
困難な場合があります。データセンターで利用できないテクノロジがアプリケーションで
採用されている場合は、そのアプリケーションをクラウド専用にしなければならないこと
があります。



クラウド ソリューションが適切でない場合は、最新のプラットフォーム テクノロジを提供
することが困難になる可能性があります。この主な例として、アプリケーションが常にク
ラウドに接続できるとは限らない、またはパフォーマンス上の理由からアプリケーション
をユーザーの近くで実行しなければならないなどの、エッジ コンピューティングのシナリ
オが挙げられます。



適用されるすべての規制に順守しながらクラウドを活用するアプリケーションを作成する
ことは決して容易ではありません。アプリケーションを実行する必要のある地域の中に、
データ主権規則でオンプレミス ソリューションの使用が要求されている地域が 1 つでもあ
る場合、開発者はクラウドとオンプレミス データベース用に異なるバージョンを作成しな
ければならない可能性があります。



クラウド プラットフォームとオンプレミス環境の違いのため、両方の場所にデプロイされ
たアプリケーション用に、共通の DevOps 環境を構築することが困難になります。

Microsoft Azure Stack は、これらすべての課題に対応します。お客様は Microsoft Azure Stack を使
用することで、Microsoft Azure によって提供されるクラウド サービスのサブセットをオンプレ
ミスで提供できます。図 9 はこの仕組みを示しています。

図 9: Azure Stack は、Azure サービスのサブセットをデータセンターで提供し、同じアプリケーションを
両方の場所で実行できるようにします。
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Azure Stack を使用すると、開発者は、ソフトウェアがオンプレミスとクラウドのどちらで実行
されるかにかかわらず、同じ方法でソフトウェアをビルドしてデプロイできます。また、ハイ
ブリッド クラウド全体で一貫性のある DevOps メカニズムを実装することもできます。これら
のことを可能にするため、Azure Stack は、Azure の最重要テクノロジの多くを提供しており、
今後さらに追加される予定です。Azure Stack のテクノロジには以下が含まれます。


サービスとしてのインフラ (IaaS)。Windows および Linux の仮想マシンをオンデマンドで提
供します。



サービスとしてのプラットフォーム (PaaS)。App Service が含まれ、 .NET、PHP、Java などの
環境と Service Fabric (マイクロサービス アプリケーションの基盤) でのアプリケーションの
作成をサポートします。Azure と Azure Stack はいずれも、クロス プラットフォームの PaaS
テクノロジである Cloud Foundry もサポートしています。



Azure Functions を備えたサーバーレス コンピューティング。



Azure Container Service (ACS) によるコンテナ サポート。Kubernetes、DC/OS、および Swarm
を使用してコンテナ オーケストレーションを提供します。



Azure Blob Storage と Table Storage を含む Storage。

Azure Stack は、クラウド サービスを提供するために既存のオンプレミス テクノロジを拡張する
のではなく、Azure サービスをデータセンターに導入します。このように一貫したハイブリッ
ド クラウドを構築すると、前述の問題を解決できるようになります。

オンプレミスとクラウドで同じ最新のアプリケーションを実行
Azure と Azure Stack は同じテクノロジ (同じインターフェイスを持つ同じサービス) を提供して
いるため、2 つの製品間でアプリケーションを簡単に移動できます。これにはいくつかの利点
があります。
まず、組織はニーズに基づいてアプリケーションをどこにデプロイするかを選択でき、クラウ
ドまたはオンプレミスのデータセンターのいずれにも拘束されません。その代わりに、ハイブ
リッド クラウドでアプリケーションを実行する場所を、ビジネスや技術的な要件に応じて変更
できます。
また、開発者は、アプリケーションがクラウドとオンプレミス データセンターのどちらで実行
されるかにかかわらず、作成するすべてのアプリケーションに最新のテクノロジを使用できま
す。これには、顧客によって使用される e コマース システムなどの社外向けアプリケーション
に加え、従業員によって使用される基幹業務ソリューションなどの社内向けアプリケーション
が含まれます。Azure Functions を使用したサーバーレス コンピューティングや ACS を使用した
先進的なコンテナ サポートなど、最新のイノベーションを両方の場所で使用できます。オンプ
レミスの開発プロジェクトが古いテクノロジに限定されることはもはやありません。
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同様に重要なこととして、両方の場所で同じテクノロジが使用されているため、組織は両方の
場所で同じスキルを活用できることがあります。クラウドでの開発とオンプレミスでの開発の
ために異なるスキルを持つ人員を見つけて保持するのではなく、両方の種類のプロジェクトに
同じ人員を利用できます。また、後で詳しく説明するように、アプリケーションのデプロイと
更新に同じプロセスを使用することもできます。
これとは対照的に、クラウドのみに焦点を絞ったプロバイダーのクラウド プラットフォーム
(Amazon Web Services (AWS) など) を選択した場合に何が必要となるかを考察してみましょう。
オンプレミスの同等機能がなければ、これら 2 つの環境で異なるテクノロジ、人員、プロセス
を使用しなければなりません。このことは、一貫したハイブリッド クラウドがなぜそれほど重
要なのかを示す明確な例です。

エッジとクラウドの両方をカバーする統合型ソリューションを提供
クラウドで実行されるアプリケーションは、さまざまなビジネス要件を満たすことができま
す。しかし、これがすべてに当てはまるわけではありません。エッジも依然として重要です。
たとえば、クラウド アクセスにつきものの待ち時間が許容されない状況を考えてみましょう。
たとえば製造環境では、制御対象ロボットのすぐ近くにリアルタイム制御アプリケーションを
配置する必要があります (光速の制約がなくなることはありません)。あるいは、クラウドとの
継続的な接続が実際的でないとします。たとえば、断続的なインターネット アクセスしかない
海上のクルーズ船がこれに当てはまります。
これらのどの状況においても、最新のプラットフォーム技術を活用したアプリケーションの作
成が望まれます。さらに、必要な場合にはクラウドで実行可能なアプリケーションの作成が望
まれます。必須でない限り、それらのアプリケーションをオンプレミス環境にロックオンしな
いようにすべきです。Azure Stack を使用すると、必要に応じてクラウドを活用しながら、最良
のアプリケーションをエッジで作成することができます。たとえば、クルーズ船は Azure Stack
で構築された船上アプリケーションを使用して、そのクルーズ船に関するデータを収集し集約
できます。これと同じアプリケーションを Azure クラウド上で実行して、会社が所有する全ク
ルーズ船からデータを収集して集約することもできます。同じ開発環境が両方の場所にあるこ
とで、これを行うことが可能になります。

22

エッジ コンピューティングとしてのモノのインターネット
モノのインターネット (IoT) は、エッジ コンピューティングをクラウドと組み合わせたも
う 1 つの例です。IoT アプリケーションをサポートするため、Microsoft Azure は、多くの
デバイスから多数のイベントを受け入れてバッファリングできる、IoT Hub というクラウ
ド サービスを提供しています。これらのイベントは、たとえば Azure Stream Analytics な
どの Azure ストリーミング テクノロジを使用して、Azure で実行中のアプリケーションに
よって処理されます。また、フィールド ゲートウェイ (複数の単純なデバイスからの
データを集約するシステム) を作成できるよう、マイクロソフトでは、IoT Gateway SDK を
提供しています。
このアプローチは、オンプレミス デバイスとクラウドを組み合わせて使用するため、マ
イクロソフトのハイブリッド クラウドの一部として考えることができます。どのような
見方をするかにかかわらず、クラウドの力を利用しなければ成り立たないことが明らか
な IoT アプリケーションは多数あります。

あらゆる規制を満たすクラウド アプリケーションの作成
多くの組織にとって、クラウド コンピューティングの採用を妨げる最大の障壁は規制です。顧客
データを自社データセンター以外の場所に格納することが法律で禁止されている場合がありま
す。また、リモート ストレージの使用が許可されているが、国内に限られている場合もありま
す。世界中のすべての国で事業を展開しているクラウド プロバイダーは存在しないため、これら
の規制により、一部のアプリケーションでクラウドを使用できなくなる可能性があります。
Azure Stack を使用すると、開発者は、Azure または Azure Stack のいずれにも変更なしでデプロ
イできるアプリケーションを作成できます。クラウドの使用が規制で許可されている場合は、
Azure でアプリケーションを実行することが、最も低コストで最も拡張性に優れ、最も安全な
選択肢の 1 つになります。一方、オンプレミスでデータを保持することが義務付けられている
場合は、自社データセンターの Azure Stack で同じアプリケーションを実行できます。また、ア
プリケーションを社外で実行したいが、国境の内側でアプリケーションを実行することが規制
で要求されている場合は、国内のデータセンターで Azure Stack を実行するホスティング プロバ
イダーを利用できます。規制要件が何であれ、Azure と Azure Stack を組み合わせることで、同
じアプリケーションを使用してその要件を満たすことができます。このアプリケーションは、
Web クライアントやモバイル クライアントなどを使用した社外向けアプリケーションの場合と
社内向けアプリケーションの場合があります。
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これとは対照的に、AWS などのパブリック クラウド専業プロバイダーを選択した場合はどうな
るでしょうか。前述したのと同じさまざまな規制に対応するため、2 つの異なるバージョンのア
プリケーションを構築しなければならない可能性が大です。真のハイブリッド クラウドでは、こ
の操作が必要とならず、どこでも同じ先進的なクラウド プラットフォームがもたらされます。

オンプレミスとクラウドで共通の DevOps 環境を使用
DevOps は、ソフトウェアのデプロイおよび更新方法を向上させるツール、プロセス、および文
化の組み合わせです。DevOps を成功させる要因のうち特に重要なものは次のとおりです。


アプリケーションに必要な環境の構築を自動化すること。これには、仮想マシンの作成、
ネットワークの設定、アプリケーション コードのデプロイなどが含まれます。自動化と
は、これをすべてソフトウェアで行うことを意味します。そのため、DevOps のこの側面は
「コードとしてのインフラ」というフレーズでよく表現されます。



この環境への新しいソフトウェアのデプロイメントを自動化すること。ここでは通常、新
しいコードをビルド、テスト、デプロイするためのパイプラインの作成を可能にする、
Jenkins や Visual Studio Team Services などのツールが使用されます。

ハイブリッド環境では、同じアプリケーションがオンプレミスとクラウドの両方で実行される
ことがあります。したがって、両方の場所で同じように動作する DevOps プロセスを設定する
ことが、ハイブリッド クラウドを構築するうえで重要となります。
図 10 に示すように、マイクロソフトのハイブリッド クラウドは、Azure と Azure Stack によって
これを実現しています。

図 10: Azure と Azure Stack は同一の DevOps 環境を共有できます。
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この図に示す DevOps チームは Azure Resource Manager (ARM) を使用して、必要なインフラを
Azure と Azure Stack の両方で定義します。ARM テンプレートを作成することにより、このチー
ムはアプリケーションに必要なあらゆる環境を完全に指定できます。また、Azure と Azure
Stack は完全に一貫したサービスを提供するため、同じテンプレートを使用して、クラウドでも
オンプレミスでもこの環境を構築できます。
これが完了したら、DevOps チームは選択可能なツールを使用して、新しいソフトウェアのデプ
ロイメント パイプラインを作成できます。Azure Stack は Azure のサブセットであるため、同じ
パイプラインでいずれの環境でもターゲットにすることができます。ソフトウェアをどちらか
の環境に送信するために必要となるのは、パイプラインのターゲットである URL を変更するだ
けです。たとえば、ほとんどのユーザーへのサービスをクラウド内の Azure から提供するが、
規制上の理由から特定の国の Azure Stack で実行されるアプリケーションを作成したとします。
開発チームは、両方の場所で同じ環境を設定するための ARM テンプレートを作成してから、選
択したビルド サーバーを使用して、両方の場所に同じ方法で更新をデプロイできます。この一
貫性により、共通の方法でアプリケーションを作成して、適切な場所に容易にデプロイするこ
とが可能になります。また、ハイブリッド クラウド全体で ARM テンプレートを必要に応じて
再利用して、DevOps プロセスを簡略化することもできます。
クラウド専業プロバイダーを選択した場合と比較してみましょう。たとえば、 Amazon Web
Services は、ARM に類似したテクノロジである CloudFormation を提供しています。ただし、
CloudFormation はクラウド内の環境の定義に限定されており、オンプレミス ソリューションに
は何か別のテクノロジを使用する必要があります。ここでもまた、一貫したハイブリッド クラ
ウドの価値は明らかです。

まとめ
ハイブリッド クラウド コンピューティングは多くの組織にとって重要であり、この状態は当面
続くと考えられます。これを踏まえ、適切なハイブリッド クラウド ベンダーを選ぶことが非常
に重要です。ハイブリッド クラウド ベンダーを選択するにあたっては、真に一貫したハイブ
リッド クラウドは次の 4 つの主要コンポーネントを提供するものであるということを覚えてお
いてください。これらのコンポーネントはすべて、ハイブリッド環境向けに明示的に設計され
たものです。


共通 ID



管理とセキュリティの統合



一貫したデータ プラットフォーム



開発と DevOps の統一
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マイクロソフトのハイブリッド クラウドは 4 つのコンポーネントをすべて提供しています。お
客様の目標がオンプレミス環境をクラウドと統合することであるか、両方の環境でコンピュー
ティングを最適化することであるか、クラウド コンピューティングによってもたらされる新し
いサービスでイノベーションを発揮することであるかにかかわらず、マイクロソフトが目標達
成をサポートいたします。
オンプレミス リソースとクラウドのスムーズな連携、統一された管理アプローチ、場所を問わ
ない単一 ID でのログオンを実現する包括的なコンピューティング環境をお探しの場合、その答
えはマイクロソフト ハイブリッド クラウドにあります。企業としての高い信頼性と一貫したハ
イブリッド機能を併せ持つマイクロソフトが、信頼できるパートナーとしてハイブリッド クラ
ウドへの移行をガイドいたします。
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