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ビジネスの市場環境、社会環境がダイナミ
ックに変化し、先進技術が開発されて行
く中で、デジタルトランスフォーメーショ
ンは、CxOの最重要課題として浮上し
てきています。

現在、ほぼ全ての業界において、企業はテクノロジ
ーの劇的な進化に適応することが出来るか、適応で
きずに消滅するか、という差し迫った局面に立ってい
ます。この差し迫った局面は一方で、過去の業界特
有の課題を解決する、これまでにない新たな機会が
開かれている局面とも考えられます。

デジタルトランスフォーメーションのロードマップを
構築するには、プロセス、人、テクノロジーをまたが
って包括的な戦略の策定が必要です。継続的にビジ
ネスを維持して行く上で、この3つの側面全てを統合
し、総合的に取り組んで行く必要があります。

クラウド：IT展開の新たな
スタンダード
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総合的なデジタルトランスフォーメーションを展開し
て行く上で、革新的なビジネスモデルを実装し、特別
な顧客体験、及びデジタル人材管理を実現するため
には、適切なテクノロジーを活用して行くことが、非
常に重要です。企業は、Internet of Things (IoT)、デ
ータ分析、人工知能(AI)などの新しいテクノロジーを
活用することで、新しいビジネスモデル、製品、サービス
を創り出し、より高い価値を生み出すことができます。 

IT企業及び事業運営者は、大量のデータを収集、統
合する技術を活用することに集中する必要がありま
す。そして、運用効率を高め、進化する市場のダイナ
ミクスに対応して行くために予測分析を通じて有益
な洞察を引き出します。

クラウドコンピューティングは、これらのテクノロジ
ーを採用し、革新性、拡張性、機敏性を備えた、エン
タープライズアーキテクチャを変革するための重要
な要素として注目されています。クラウドで従量課金
制の料金オプションを選択すると、企業は新しいア
プリケーションをコスト効率よく展開することができ
ます。そして、大規模な設備投資や高度な技術力を
必要とせずに、コンピューティングやストレージを必
要に応じて拡張して行くことが可能です。

規模の大小を問わず先進的な企業は、適切なITパ
ートナーと協力してクラウドアプリケーションとクラ
ウド基盤を活用し、次世代テクノロジーを迅速に構
築及び導入して、デジタル化を推進し、ビジネスを加
速しています。
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あなたのビジネスにとっての
4つの主要なクラウドの利点
クラウドは、大企業だけでなく、中
堅・中小企業にも適した展開モデ
ルになりつつあります。クラウドは
組織に次のような多くの利点をも
たらします。

データ量が急激に増加していく中、企業はクラウドモ
デルを活用し、コンピューティング及びストレージ基
盤をスケールアップする必要があります。

クラウドサービスプロバイダーは、設備投資額の削
減に加えて、アプリケーションのホスト、更新、保守を
行うことで、企業の貴重なIT管理工数を削減し、メン
テナンスリソースを解放します。企業はより価値の高
い収益を創出する業務に焦点を絞り込むことができ
ます。

クラウドモデルにより、新しいソリューションの購入、
導入、実装が容易になります。企業はIoT、ビッグデー
タ分析、AIなどの高度なテクノロジーをより短い実
装サイクルで展開し、コストと収益を大きく改善する
ことができます。クラウドモデルは、オンプレミス環境
の機敏で柔軟な代替手段として機能し、企業が持続
可能なデジタルトランスフォーメーションの取組を構
築できるコアな基盤を提供することができます。

新テクノロジー採用の加速

コンピューティング及びストレージ要件に対す
るスケーラビリティの向上

所有コストの削減
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クラウドの弾力性により、リソースの効率的なスケー
ルアップまたはスケールダウンが可能になり、最適な
ビジネス継続性と災害復旧レベルを確保できます。
これは、アジア太平洋地域で事業を展開しているデ
ジタル関連ビジネスの中でも、特に自然災害の影響
を受けやすいビジネスにとって、非常時に向けた潜
在的なリソースへの投資を必要最小限に抑えること
が出来ることであり、とても重要です。

ビジネスの継続性及び災害復旧計画の改善

これらのメリットを考慮すると、クラウドの採用が世
界的に急増していることは不思議ではありません。ア
ジア太平洋地域における、クラウド支出は2023年ま
でに前年比2桁の成長を記録すると予測され、大きな
可能性を示しています。クラウドプロバイダーのエコ
システムが成熟してきたことで、メガクラウドに対応し
たベンダー、インフラストラクチャベンダー、及びクラ
ウドサービスプロバイダーは増加しており、顧客に説
得力のある価値提案が次々に生み出されています。

CAGR: 30.4%

2019 2023

$24.1
Billion$8.5

Billion

Infrastructure-as-a-Service 、アジア太平洋地域
の市場収益予測、2019～2023F 
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これまで、クラウド利用はデータセキュリティ
の観点から、リスクの高いアプローチと見な
されていましたが、競争上の優位性を獲得し
ようとする組織にとって戦略的に不可欠なも
のへと進化しています。組織がより多くのワー
クロード/データをクラウドに移行するにつれ
て、ニーズに合った最適なクラウドモデルを
採用していくことが必要となります。

クラウドモデルの
進化を加速するトレンド

ハイブリッドクラウド

マルチクラウド

コンテナ

エッジコンピューティング
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ハイブリッドクラウド：
柔軟性と制御のバランス

企業は、機密性の高いアプリケーションやデータ用にプラ
イベートクラウドを展開するか、比較的重要性の低いワ
ークロード/アプリケーション/コンピューティングタスク
を処理するパブリッククラウド環境を利用するか、選択す
ることができます。

オンプレミスのホスト型プライベート及びパブリッククラ
ウドインフラストラクチャを組合せたハイブリッドクラウド
アーキテクチャを採用する組織が増えています。プライベ
ートクラウドは、パブリックサーバーで重要なデータをホ
ストすることによるセキュリティ上の懸念はありませんが、
パブリッククラウドモデルは、急増するワークロードに対
応することで、より高い支持を得ています。ハイブリッド環
境と呼ばれる集中型インフラストラクチャでのサードパー
ティーパブリッククラウドとオンプレミスプライベートクラ
ウドの組み合わせにより、企業は柔軟性、コスト削減、セ
キュリティを最適化できます。

現在、ハイブリッドクラウドはアジア太平洋地域で主流
の導入モデルであり、セキュリティ及びコンプライアンス
や柔軟性の観点から、2021年中には73%の組織がハイ
ブリッドクラウドの導入を推進すると考えられています。

Hybrid Cloud Adoption in Asia-Pacific, 2019-2021F

Source: Frost & Sullivan Hybrid Cloud: 2019 Adoption and 
Growth Through 2021

2019

2021 73%

38%
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マルチクラウド：メインストリームの
立場を獲得

マルチクラウドとハイブリッドクラウドは同じものに見え
るかも知れませんが、同じではありません。前述のように、
ハイブリッドクラウドは、プライベートクラウドインフラスト
ラクチャとパブリッククラウドインフラストラクチャが1つと
して管理されたものです。マルチクラウドは、企業のIT部
門が複数のクラウドサービスを採用し、さまざまなプロバ
イダーのソフトウェアサービス、インフラストラクチャサー
ビス、及びプラットフォームサービスを活用して、ワークロ
ード要件に応えるためのアーキテクチャです。マルチクラ
ウドアーキテクチャで多様なソフトウェア/プラットフォー
ム/インフラストラクチャソリューションを求める組織は、
複数のクラウドサービスプロバイダーを利用して、固定ベ
ンダーへの依存を軽減し、クラス最高のソリューションを
取得し、コスト効率を最適化できます。

アジア太平洋の組織の約70%は、2021年までにマルチ
クラウド環境を採用すると予測されています。採用を後
押ししている他の要因には、マイクロサービス(コンテナ
化されたアプリケーション)へのアプリケーションの移植
性の向上、クラウド取扱と管理プラットフォームの進化、
マルチクラウド環境の管理を合理化し、エンドユーザー
にオムニクラウドの感覚を与えるデータ統合プラットフォ
ームがあります。

Multi-Cloud Adoption in Asia-Pacific, 2019-2021F

Source: Frost & Sullivan Hybrid Cloud: 2019 Adoption and 
Growth Through 2021

APAC Cloud Services

2019

2021 70%

27%
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コンテナ：クラウド展開全体での
移植性の加速

クラウド導入への取り組みは、組織によってクラウドの成
熟度とタイムラインの段階が異なります。ハイブリッドクラ
ウド環境とマルチクラウド環境のどちらを選択するかに
関わらず、コンテナテクノロジの展開は、ITプロセスとア
プリケーション管理の合理化を支援する手段となります。

コンテナテクノロジは、パブリッククラウドとプライベート
クラウドの両方のクラウド展開全体の管理を可能にしま
す。コンテナの需要は、サービスとしてのインフラストラク
チャ及び、マルチクラウドソリューションの採用の増加に
伴って増加すると予想されます。コンテナは全ての実行
可能ファイルを含むアプリケーションをパッケージ化し、
OSをカプセル化せずに実行できるため、互換性の問題が
少なくなる可能性があります。

コンテナ化はこれまでのテクノロジースタックを破壊し、
いくつかの利点を提供します。主に、より速いアプリケー
ション開発ステージの移行、より高い効率、及び生産性
です。今日のビジネス環境ではスピードが重要な前提条
件であるため、コンテナ化のトレンドは、重要なクラウド
戦略としてコア基盤のますます顕著な傾向になると予
測されます。
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エッジコンピューティング：
ITアーキテクチャの再定義

エッジコンピューティングテクノロジーは、クラウドコンピ
ューティングのパワーをソースに近づけ、クラウドベース
のアーキテクチャを制約から解放します。一元化されたク
ラウドリソースには多くの利点がありますが、ネットワーク
レイテンシが原因でデータ送信が遅延する可能性もあり
ます。

スマートセンサー、デバイス、及びリアルタイムコンピュー
ティング機能(自律走行車など)を必要とするIndustrial 
Internet of Things(IIoT)ソリューションの成長に伴い、ネ
ットワークの遅延を最小限に抑えて最適化するために、
帯域幅を利用し、データ収集と分析をソースの近くで実
行する必要があります。

エッジテクノロジーはクラウドインフラストラクチャを変
革し、集中型ではなく分散型で計算をエッジに移動しま
す。エッジコンピューティングにより、顧客はIoTと5Gを活
用して新しいユーザー事例を作成できるようになると予
想されますが、エッジをクラウドインフラストラクチャと統
合することが必要になるのと同時に、カスタマイズ可能
な通信も必要とされています。具体的には、完全な閉域
網内でのセキュアな通信ができることや、5Gのネットワ
ークスライス技術により、エンドツーエンドでの用途に応
じた最低スピードの保証などの実現も必要となります。

Cloud and DC Edge NodeEdge Node

Edge Node
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変化するITランドスケープの
管理におけるCIOの新たな
チャレンジ 

CIOは、テクノロジーのエンタープライズ実装をリードす
る上で戦略的な役割を果たすため、組織の将来の拡大の
可能性に影響を与える重要なポジションです。変革は大
きなチャンスをもたらす可能性がある中、デジタルトラン

IT部門は、次の重要な課題にチャレンジする必要があります

ビジネスを革新的にする

資産コストを削減しつつ、テクノロジーを導入する

セキュアなデータ管理を徹底する

迅速にアプリケーションをテスト、構築できるようにする

コンピューティングとストレージの容量、スケーラビリティを確保する

データ転送速度/応答速度を求めるアプリケーションをサポート出来るアーキテクチャを構築する。

安定した信頼できるインフラストラクチャサービスを選択する

01

02

03

04

05

06

07

スフォーメーションとビジネスの成長を可能にする適切
なテクノロジーとICTフレームワークを選択する上で、
CIOが率いるIT部門にいくつかの課題を提示したいと思
います。

ハイブリッドクラウド及びマルチクラウドという形態は、IT
の重要な懸念事項やニーズに対処するための有効なソリ
ューションになり得ますが、不特定多数のアプリケーショ
ンとワークロードを考えた場合、クラウドへの移行が難し
い場合もあります。マルチクラウド環境の利用を増加させ

ることが、追加の課題を提起することもあり、異機種混
在のインフラストラクチャ環境は、管理の複雑さをさらに
悪化させる可能性があります。さまざまなクラウド環境
のアプリケーションを企業の既存のインフラストラクチャ
と統合することが非常に重要になります。



最後の言葉：前進する方法としての
オープンアーキテクチャの探索 
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協働的イノベーション
オープンソース基盤は、オープンソースコミュニテ
ィを通して、ビッグデータ、ブロックチェーン、AIな
どの技術分野のイノベーションへのアクセスを容
易にします。グローバルコミュニティ全体のイノベ
ーションへのアクセス向上により、IT部門は新しい
革新的なテクノロジーの調達と所有コストを効果
的にバランスさせることを実現できます。

相互運用性
マルチクラウドとコンテナのトレンドが進化するに
つれて、相互運用性を確保するために標準化の必
要性が高まります。オープンソースコミュニティと
その提供コードは、クラウドの進化に合わせて、新
しいクラウドモデルの標準を作成し続けています。
オープンソースソリューションはまた、固有のベン
ダーにとらわれず、ハイブリッド及びマルチクラウ
ド環境への移行することを可能とすることで、異な
るシステムの統合が容易になるという利点を企業
に提供することも目的としています。

IT部門が直面するますます複雑な課
題を考えると、企業は、クラウド環境
の導入、統合、管理を容易にするIT戦
略を再設計する必要があります。これ
は、オープンソースソリューションを活
用し、大規模なクラウドモデル全体の
コンピューティング、ストレージ、及び
ネットワークリソースを設計すること
で実現できます。このような戦略的優
先事項を満たすために企業はオープ
ンソースのテクノロジー、ツール、及び
プラットフォームの活用を検討して行
くことが必要となります。 

柔軟性/フレキシビリティ 
オープンソース基盤は、高速なITランドスケープの
構築に不可欠な高い柔軟性の提供に重点を置い
ています。また、オープンソースを使用すると、IT部
門が必要な機能を実装できるようになるため、不
要な幅広いツールやサービスを調達する必要が
無くなります。このアプローチは、時間とコストの
節約に非常に有効です。
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透明性の高い枠組み
企業のIT部門がオープンソースモデルを推奨する
場合、オープンソースモデルを維持できる信頼可
能なエコシステムが不可欠です。 これは、オープン
ソース採用の主要な原則の1つです。 オープンソー
スの採用とプロジェクトの実装を成功させるには、
信頼できる協働可能な作業環境/フレームワーク
が必要です。 Red Hat® Openstack Platformなど
のプロバイダーは、信頼できるオープンな環境を
構築するために必要な透明性を推進することに
重点を置いています。

サブスクリプション型展開によるイノ
ベーションの継続
Red Hat Openstack Platformは、オープンソース
に焦点を当てることで、エンタープライズ対応のソ
フトウェアを編集/作成し、ICTベンダーと緊密に
連携して継続的な改善と調整を可能にした上で、
より高いレベルのセキュリティ強化を可能にする
ことに焦点が当てられています。 サブスクリプショ
ンモデルの目的は、更新された機能、拡張機能、お
よびシステムサポートの強化を通じてインフラスト
ラクチャ環境を継続してサポートして行くことです。

保有コストの削減
オープンソースソフトウェア基盤は、主にコストの
削減と利用可能な幅広いツールとプラットフォー
ムの活用において、企業に魅力的な価値を提案
し、提供します。顧客に提供される価値として、卓
越性が高められたオープンアーキテクチャは、クラ
ウドの進化とデジタル変革における不可欠な要素
です。

迅速なプロトタイプ開発
プロトタイプを開発することにより、IT部門は障害
のリスクを軽減できます。 ただし、プロトタイプを
開発すると、開発サイクルが延長される可能性が
あります。 実験プロセスを有効に統合して行くた
めに、迅速なプロトタイプ開発を実行することが
不可欠です。 オープンソース技術により、迅速にプ
ロトタイプ開発をすることが可能となり、新しいソ
リューションの開発にかかるコストと時間を節約
できるだけでなく、より高いビジネス価値を生み出
し、ユーザのニーズに沿った成果をもたらすことが
出来ます。



信頼性の高い高性能ソリューションの構築

バックグラウンド ITサービス企業のSola株式会社 (以降Solaと略) [会社URL: https://www.sola-air.com/ ]は、
官公庁及び民間企業のITインフラの提案/設計/構築、基幹システムや業務システムのフ
ルスクラッチ開発、スマホアプリ開発及び、VR/ARを活用したプロトタイプの開発等を行
っています。Solaはスマートフォンデバイスを使用して従業員の出退勤や日報を効果的に
管理できるソリューションを検討していました。

ソリューション クライアントのニーズに対応するために、Solaは楽天クラウドRed Hat OpenStack Platform
を活用したSolaポータルサービス(SPS)を開発しました。ポータルサービスにより、ユー
ザーは出勤退勤を報告し、スマートフォンデバイスで「出勤」または「退勤」を打刻および
日報の提出ができます。

このソリューションは、クラウドベースの社内ポータルと、様々なデバイスで使用できる従
業員情報管理システムを使用しています。日本にある楽天コミュニケーションズのデータ
センターとの統合により、ローカライズされた形で、レベルの高いサービスを提供してい
ます。

成果 このソリューションは、楽天クラウド Red Hat OpenStack Platformでスムーズに実行さ
れ、常に高いパフォーマンスを発揮しています。シンプルで使いやすい楽天クラウド 
Red Hat Open Stack Platformは、次の結果をもたらしました。
• 安定した高いパフォーマンス
• シンプルで簡単なオペレーション
• 低コストでスムーズなオペレーション

ケーススタディ
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安定した高速クラウドインフラストラクチャの提供

バックグラウンド 株式会社ケーエムケーワールド(以降KMKと略) [会社URL: https://www.kmkworld.com/ ]は、
製造、流通、サービス、金融、ヘルスケア等の幅広い分野における販売、購入、在庫及び
コスト管理機能をリンクする統合ビジネスアプリケーション(ERP)「A’s Style」を提供して
います。KMKには、高速で安定したアプリケーションホスティングサービスを提供できる
クラウドサービスプロバイダーが必要でした。ERPオファリングの場合、KMKは顧客への
サービスの迅速な配信を保証できるクラウドサービスを必要としていました。

ソリューション 楽天クラウドは、クライアントのニーズに対応する高い応答速度を提供します。非常に拡
張性の高いクラウドソリューションであり、対応するユーザ数は無制限です。

成果 楽天クラウドでは、KMKが顧客へのサービス提供において望ましい速度、安定性、及び
コスト効率を達成することが出来ました。楽天クラウドが速度レベルを満たしていること
で、開発段階で速度を調整する必要がなくなり、間接コストを大幅に節約できました。安
定性と信頼性の高いプラットフォームにより、サーバーのメンテナンスが不要となり、生
産管理等の負荷がかかるシステムを実行している場合でも、メンテナンススタッフの時間
が削減されました。楽天クラウドのソリューションは、次の結果をもたらしました。
• 高い安定性
• 高い拡張性と信頼性
• コスト削減

15   |   Trends in Cloud Computing: Cloud evolution and the value of open architectures



This whitepaper was prepared in collaboration with 

Copyright Notice

The contents of these pages are copyright © Frost & Sullivan. All rights reserved. Except with the prior written permission of Frost & Sullivan, 

you may not (whether directly or indirectly) create a database in an electronic or other form by downloading and storing all or any part of 

the content of this document. No part of this document may be copied or otherwise incorporated into, transmitted to, or stored in any other 

website, electronic retrieval system, publication or other work in any form (whether hard copy, electronic or otherwise) without the prior written 

permission of Frost & Sullivan.

新ビジョン『The New Value Enabler towards our Digital Society』のもと、従来からの固定系通信サービス（IP電話、インタ
ーネット接続サービス）に加え、モバイル、クラウドサービスなど今後の『Everything over Digitalization』を見据えたソリュー
ションを提供する楽天グループのICT事業会社です。IP プラットフォーム上での音声やデータ、コンテンツやアプリケーション開

発などの新たな可能性を創出すべく、さらなる事業展開の拡大を目指します。

楽天コミュニケーションズ株式会社
https://cloud.rakuten.co.jp/redhat/

・お電話でのお問合せ(通話料無料)
9:00～17:30(土日祝日・年末年始を除く)

0800-600-7777

ABOUT FROST & SULLIVAN

Frost & Sullivan is a growth partnership company focused on helping our clients achieve transformational growth as they are 

impacted by an economic environment dominated by accelerating change, driven by disruptive technologies, mega trends, and new 

business models. The research practice conducts monitoring and analyzing technical, economic, mega trends, competitive, customer, 

best practices and emerging markets research into one system which supports the entire “growth cycle”, which enables clients to 

have a complete picture of their industry, as well as how all other industries are impacted by these factors. 

Contact us: Start the discussion

To join our Growth Partnership, please visit www.frost.com

2005CL-97Z


