
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

データセンターの 

モダナイゼーション 
IT意思決定者が留意するべき 5つのポイント 

Frost & Sullivan Ebook 
 

 

 

 

 

  
これらのページに記載されている内容の著作権はFrost & Sullivanにあります。All rights reserved. frost.com 

https://ww2.frost.com/research/industry/digital-transformation


  

データセンターのモダナイゼーション 2 

 

目次 
 

3 はじめに 

4  データセンターモダナイゼーションに向けた5つの留意事項 
 

5 エンタープライズ データセンターは、デジタルトランス 

フォーメーション戦略の重要な要素であり続ける 
 

6 データセンターの改善にインフラストラクチャ 

アーキテクチャーのリプレースは不要 
 

7 データセンターには、より多くの価値を 

より少ない労力で提供することが求められる 

 
8 プライベートデータセンターに必要なのは 

パブリッククラウドの柔軟性 
 

9 データセンターには高い将来性が求められる 

 

10 優れた柔軟性と耐障害性を備えたデータセンターの基盤として、 

「コンポーザブル」アーキテクチャーの導入を検討することが重要 
 

11 HPE Synergyについて 

1 
2 

3 
4 
5 



  

データセンターのモダナイゼーション 3 
 
 

はじめに 
企業のIT意思決定者が理想的なデータセンターを設計できるとしたら、そのデータセンターに 

優れた柔軟性が備わっていることは確実であり、さらにスペースと電力消費の効率性も高く、 

低コストで投資収益率にも優れ、卓越した機能も ある程度は充実していると言えます。すぐに 

そのすべての機能を活用しなくても、そのデータセンターはクラウドに対応しているはずです。 
 

しかしIT責任者は、無意味にテクノロジーを採用するわけでもなく、今までの実績

あるアーキテクチャー (ブレードサーバーなど) を排除して新しいテクノロジーに

替えることもしません。それより、既存インフラストラクチャをより柔軟性と 

機能性に優れたバージョンに更新することを望んでいます。 

今のデジタル時代における競争力強化に取り組むITバイヤーのニーズへの理解

を深めるにあたり、Frost ＆ Sullivanは企業組織の現状へと目を向けました。 

IT意思決定者を対象とした当社独自の年次調査とHPEの委託を受けた独自調査

の結果を分析して、各種プロバイダーと当社のクライアントにもヒアリングを

実施しました。 

このレポートでは、データセンターインフラストラク

チャを刷新する企業に重要となる留意事項を明らかに

し、最適なインフラストラクチャ プラットフォーム

の実現に向けて企業のニーズに対応するHPE Synergy
プラットフォームの詳細をご紹介しています。 

 

 

 

ほとんどのIT責任者は、 

既存インフラストラクチャを 

より柔軟性と機能性に優れたバージョンに

更新することを望んでいる 



出典: Frost & Sullivan社によるIT意思決定者を対象とした2019年の世界規模調査、

HPEによるITインフラストラクチャ購入者を対象とした2018年の一次調査 
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データセンターモダナイゼーションに向けた5つの留意事項  

 
 
 
 
 
 
 

今後の企業のデジタル化を先導するIT責任者は、短期的なニーズと長期的なビジネス機会のバランス調整をしながらインフラス

トラクチャへの投資を行っています。ここでご紹介するIT責任者の実際の声は、これからのモダナイゼーションの取り組みの方

向付けとして極めて貴重な情報となります。 
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エンタープライズデータ 

センターは、デジタル 

トランスフォーメーション戦略に 

おいて重要な役割を果たす 

データセンターの改善に 

インフラストラクチャ 

アーキテクチャーの 

リプレースは不要 

データセンターには、 

より多くの価値を 

より少ない労力で 

提供することが 

求められる 

データセンターには、 

高い将来性が求められる 

プライベートデータセンターに 

必要なのはパブリッククラウドの 

柔軟性 

3 
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“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パブリッククラウドが普及しても、エン

タープライズ データセンターがなくな

ることはありません。実際、エッジコン

ピューティングやIoTなど、レイテンシ

の影響を受けやすいワークロードに対応

できるアーキテクチャーを採用する企業

は増加しており、オンプレミスベースの

インフラストラクチャの重要性が再確認

されています。企業は、オンプレミス 

インフラストラクチャをパブリッククラ

ウドにシームレスに統合できる、将来性

を考慮されたハイブリッド環境に簡単に

移行できることを望んでいます。 

 
 

データセンター インフラストラクチャの予算 が

2019年に増加すると回答  

 
 
 
 
 

  
 
 

  パブリッククラウドからオンプレミス データ

センターに
 

ワークロードをパブリッククラウドではなく 

オンプレミスに展開する主な理由 

77% 75% 74% 

セキュリティ 

リスク 

オンプレミス展開では

高い柔軟性と 

カスタマイズが可能 

 
57% 
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1 エンタープライズ データセンターは、デジタルトランスフォーメーション戦略の 

重要な要素であり続ける 

 

2、3 年前は「これからはクラウド。 

(パブリック) クラウドは素晴らしい」と 

考えていたのが、そのコストを目の当たりに 

してからは「いいことばかりではない」と 

いう見方に変わりました。 

—IT意思決定者 
 

ワークロードの 

移行で直面する 

多くの課題 

パブリッククラウドからオンプレミス データ 

センターにワークロードを「帰還」させ、 

48%の世界中の企業が 

37%の企業が同じことを検討しています。 

さらに 

のIT意思決定者が 
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2 データセンターの改善にインフラストラクチャアーキテクチャーの 

リプレースは不要 

“ 
“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IT責任者にとって、データセンターのモダナイゼーションと

は柔軟性と機能の向上を意味し、モダナイゼーションを進め

る中で、データセンターのハードウェアとソフトウェアの

「完全なリプレース」を行う必要性を感じてはいません。 

プライベートクラウドやソフトウェアデファインドデータ 

センターといった最新の展開モデルやアーキテクチャーの 

導入を急ぐわけでもありませんが、将来的にはそういった 

選択肢も考慮できる柔軟性は必要だと感じています。 

データセンターを刷新および拡張する際に、「同種 (機能や

容量が同程度) 」の機器をリプレースするのは、もはや適切

ではありません。 

その代わりに、次世代型インフラストラクチャに対して、 

現行のものよりも高い柔軟性、拡張性、容易な統合、維持、

管理を期待しています。 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

  

 
(最近のシステムの刷新で) 多くのトラブルを経験し、

もううんざりです。 

—IT意思決定者 
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80% 

76% 

75% 

65% 

1 

2 

3 

モダナイズされたデータセンターは、

より高いアプリケーションの可用性

につながると考える回答者の割合 
 

データセンターにおける 

ビジネスアジリティへの対応能力

が必要だと考える回答者の割合 

自身の投資が 

将来のテクノロジー採用に 

つながることを望む回答者の割合 

一貫したアプリケーション

パフォーマンスが必要だと

考える回答者の割合 

新しいブレードエンクロージャーを数台購入したばかり 

ですが、システム性能を向上することはできずに多くの問題を 

抱えています。 

—IT意思決定者 
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3 データセンターには、より多くの価値をより少ない労力で提供することが 

求められる 

“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

インフラストラクチャをアップグレードしても、

管理の負担が増えるのは望ましくありません。

データセンター インフラストラクチャの 

リプレースまたは刷新に関して、IT責任者は

効率と機能の向上を実現する次世代ソリュー

ションを求めています。しかし、短期間で 

多くのことを習得しなければならないような

ソリューションには慎重です。また、カスタム

統合や継続的なメンテナンスおよび管理作業に

対処するために、専門の技術リソースを投入

することも望みません。 

 
 
 
 
 

上級幹部が本当に望んでいるのは、

膨大な数のネットワークとサーバーの 

エンジニアを雇わなくて済むことです。 

—IT意思決定者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マルチベンダー  

ソリューションを

統合する手間を 

最小限に抑えたい

回答者の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハードウェア/ 

ソフトウェアの 

メンテナンス作業を

軽減したい 

回答者の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

効率的なインフラス

トラクチャにより、

オンプレミスデータ

センターがクラウド

よりも優れたROIを
提供できると考える

回答者の割合 

78% 76% 
67% 
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4 プライベートデータセンターに必要なのはパブリッククラウドの柔軟性 

“ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ダイナミックなビジネスの展開に向け、IT責

任者はパブリッククラウドのあらゆる利点を

自社のプライベート データセンターで実現す

ること、つまり、簡単かつリアルタイムに構

成して割り当てできる柔軟なリソースプール

へのアクセス、自動化された機能とシンプル

な管理を備えたスケーラブルなオンデマンド

キャパシティ、各種ベンダーと展開モデルす

べてにわたって簡単に統合できるインターフ

ェイスの実現を望んでいます。 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

   

 
 
 

 
 

  
 

 
Google Cloud PlatformやAWSなどのパ

ブリッククラウドサービスには無限のリソー

スがあります。それをプライベートな場所、

つまりオンプレミス データセンターに取り入

れたいのです。 

—IT意思決定者 
 

クラウドモデルにより、 

サービスやアプリケーションを 

より迅速に提供できるようになる 

と考える回答者の割合 

79% 

71% 
すべてのコンピュート、 

ストレージ、 

ネットワークといった 

リソースの管理において、 

一元的な管理を好む 

回答者の割合 

75% 
クラウドは市場対応性を 

サポートすると考える 

回答者の割合 
 

72% 
データセンターと 

クラウドリソースの統合によって 

ハイブリッドクラウド展開をしている、 

もしくはその過程にある企業の割合 

66% 
APIを介して他のソリューションや 

環境とのシンプルな統合を望む 

回答者の割合 
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5 データセンターには高い将来性が求められる 

“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

各企業は、データセンターモダナイゼーション

にそれぞれのペースで取り組んでいます。最新

の機能とアーキテクチャーを積極的に追求して

いる企業もあれば、より慎重なアプローチを採

用している企業もあります。しかし、ほぼすべ

てのIT責任者は、自社のニーズに対応できる 

柔軟性を備えたインフラストラクチャソリュー

ションを求めています。最先端のテクノロジー

を採用している企業におけるデータセンター 

インフラストラクチャでは、運用の複雑化を回

避しつつ、次世代の機能を提供する必要があり

ます。一方、変革の初期段階にある企業にとっ

ては、インフラストラクチャから迅速に価値を

引き出すことが重要であると同時に、最新の構

成 (プライベートクラウドやソフトウェアデファ

インドデータセンターなど) に向けた明確かつ

シンプルな戦略策定が必要になります。 

 
 
 
 

バズワードが多く見られますが、端的に

その製品の機能と、データセンター管理を実際

に簡素化する方法を説明してほしい。 

—IT意思決定者 

新しいテクノロジーや

機能への 

対応が困難 
と回答した企業の割合 

57% 

57% 
新しいテクノロジーとの最適な 

統合方法を見出す必要があるのに 
 

組織内での専門知識が不十分である 

という企業の割合 
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優れた柔軟性と耐障害性を備えたデータセンターの基盤として、 

「コンポーザブル」アーキテクチャーの導入を検討することが重要 

“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多くの企業にとって、「コンポーザブル」は聞き慣れない用

語かもしれませんが、スケーラブルで柔軟性に富んだリソー

スプールを提供するインフラストラクチャ プラットフォーム

という概念に対応しています。 

コンポーザブルインフラストラクチャでは、コンピュートリ

ソース、ストレージリソース、ネットワーキングリソースが

物理アプライアンスから抽象化され、ソフトウェアプラット

フォームで管理されます。コンポーザブルインフラストラク

チャは、パブリッククラウドサービス同様にデータセンター

リソースへの迅速なアクセス、スケーラブルかつ効率性の高

い活用を可能にして、プライベートクラウドソリューション

とハイブリッドクラウドソリューションの基盤となります。 

ここでIT責任者が重要視するのは、適切なコンポーザブル 
ソリューションを選択して、現行のブレードサーバー アー

キテクチャーに適用することです。たとえば、コンポーザ

ビリティ対応として初めて設計されたプラットフォームで

あるHPE Synergyでは、コンポーザブルインフラストラク 
チャを同じ環境で実行し、共通の管理ソリューションであ

るHPE OneViewで管理できます。その結果、データセンター

の柔軟性と効率性が大幅に高まります。 

 

 「コンポーザブル」の概念は、無制限のリソース

プールのメリットを獲得し、今まで達成したかった 

あらゆるもの対してさまざまな角度からそのリソース

プールの柔軟性をもたらすことだと考えています。 

—IT意思決定者 
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HPE Synergyについて 

多くの企業におけるデータセンターの最新化は、インテルXeonプロセッサーを搭載した

HPE Synergyコンポーザブル ブレード型インフラストラクチャから始まっています。こ

のソリューションは、企業のクラウド移行の段階に関わらず適用でき、ブレードサーバ

ーの最新の代替として、またプライベートクラウドの基盤としての役割を果たします。

インテルXeonプロセッサーを搭載したHPE Synergyの導入によって、企業は最新のコン

ポーザブルインフラストラクチャを基盤としてプライベートクラウドを簡単かつ安全に

実装できます。 

IT意思決定者が挙げる、HPE Synergyコンポーザブル プラットフォームの主なメリット: 

• 単一プラットフォームで、現在および将来のビジネスニーズに対応し、 

従来型アプリケーションとクラウドネイティブ アプリケーションに関わらず 

すべて実行できる。 

• 必要に応じたリソース割り当てによって、インフラストラクチャの 

オーバープロビジョニングが減り、コスト効率とROIが向上する。 

• 自動化とソフウェアデファインドの高い制御性により、プロビジョニングと 

メンテナンスにかかる時間が短縮される。 

• 洗練されたHPE OneView管理プラットフォームにインフラストラクチャが 

完全に統合されているため、 展開が簡単で迅速。 

• シンプルでスムーズなアップデートにより、ビジネスを中断することなく

データセンターを最適な状態に保つのが容易。 

• インテルXeonプロセッサーが、クラウドコンピューティング、 

リアルタイム分析、ビッグデータからの有益な情報を提供するとともに、

データセンターの効率と信頼性を高める。 

詳細については、HPE Synergyをご覧ください。 

https://www.hpe.com/jp/ja/integrated-systems/synergy.html
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