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データセンターの管理と運用では、効率的かつ効果的な維持が難しい無数の複雑なテクノロジー
を取り扱う必要がある。機器、システム設計、サポート、そして包括的なコスト構造の管理につ
いて、どのような判断を行うかによって、広範囲に影響が及ぶ。企業がこうした問題に対処する
には、データセンターとそこに割り振られたワークロードが何をどのくらい使用するかに基づい
て、予測しやすい月額料金制のソリューションを検討する必要がある。この種のソリューション
では、サービスレベル契約（SLA）とパフォーマンス指標が目安となる。企業がサービスプロバ
イダーと連携する場合、これらの測定軸を評価する必要がある。多くの企業にとって、データセ
ンターのコスト管理は依然として難題である。それと同時に、アプリケーションワークロードの
デプロイメントや利用を簡易化し、俊敏性を高めたいという要望もある。データセンターには、
IT のシームレスなプロビジョニングが要求される。典型的なデータセンターモデルに見られるよ
うな数週間というレベルではなく、数分で新しいキャパシティを利用できなければならない。企
業は、従来のように企業がハードウェアの購入に多額の資本を投じる代わりに、必要に応じてキ
ャパシティを月額料金で購入する方向へとシフトしてきていると IDC ではみている。その結果、
企業のバランスシートからは、多額の CAPEX（設備投資）や未使用のキャパシティがなくなる
ことになる。
このテクノロジースポットライトでは、企業のデータセンターに影響を与えるトレンドについて
検証し、刻々と変化する今日のコンピューティングニーズを満たすサービスの提供において、
HP が果たす役割について検討する。

IT の複雑性：データセンターの管理とサポートへの影響
今日の企業の IT は、複雑化の一途を辿っている。データセンターにおいては、サーバー、スト
レージ、ネットワーク、アプリケーションがそれぞれ個別に運用され、情報がサイロ化し、固定
されていた時代は過ぎ去った。データセンターでは、IDC が「第 3 のプラットフォーム」と呼ぶ
ソリューション、すなわち、クラウド、ソーシャル、モバイル、アナリティクスのテクノロジー
を中心とする IT サービスを提供するために、ますます仮想化された集中型インフラストラクチ
ャを採用するようになっている。情報はビジネスの原動力であるため、業務ライン（line-ofbusiness, LOB）マネージャーによる IT 部門に対するキャパシティ要求はかつてないほど厳しくな
っている。それと同時に、CEO は IT 部門に対して、ソリューションを迅速に生みだして市場に
提供することを求め、その一方で CFO からは、IT 部門に対するコスト制限の圧力が続いている。
インフラストラクチャやプラットフォームへの迅速かつ低コストのアクセスを要望する LOB マ
ネージャーの間では、ある程度、クラウドモデルが基本路線となりつつある。その結果、IT 部門
はすばやく行動する必要に迫られている。そうしなければ、データセンターがコントロール困難
となるリスクがあるからである。
このような新しい環境を管理するには、IT スタッフが使用するツールの大幅な入れ替えが必要で
ある。ほとんどの企業では、IT 部門はより少ないリソースで現行の IT 運用を管理するよう要請
されている。そのため、全体的なパフォーマンスの向上と同時に、IT 環境におけるリソース配分
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の削減／改善を支援するサポートプロバイダーに、IT マネージャーの関心が集まりつつある。競
争の激しい今日において、IT に求められるのはイノベーションである。日常的な定型タスクに時
間を費やすのは、もはや企業にとって何の付加価値もない。IDC が最近行った調査によると、調
査を受けた IT マネージャーの 55％が、集中型インフラストラクチャで生じる問題をすばやく発
見して修正する方法について、従業員をトレーニングする必要があるであろうと回答している。
この傾向は、サポートに対する考え方に影響を与えている。IDC の調査では、仮想化環境を自社
でサポートしたいという回答は、わずか 18％であった。こうした理由から、サポートプロバイダ
ー側は、最も必要度の高い管理とサポートの問題解決に役立つ新しいツールやユーティリティを
取り入れ、提供するパッケージや機能を変化させてきた。オンデマンドのキャパシティは、この
ような問題を解決するのに非常に適している。

フレキシブルキャパシティの利点
IT マネージャーには、社内顧客および社外顧客のために達成しなければならない重要な SLA が
ある。そのためにサポートの連絡先を特定しておくことは極めて重要である。これは、問題が起
こったとき、どのサポートプロバイダーに連絡すべきか、また、プロバイダーとどのように連携
するのが最善かを知っておくことも含んでいる。
複数のワークロードが数多くのシステムに散在しているデータセンターの場合は特に、連絡すべ
きサポートプロバイダーをきちんと知っておくことは重要である。インシデントが発生したとき、
ストレージ、サーバー、ネットワーク、ソフトウェアインフラストラクチャに至るまで、どの部
分でも問題が存在する可能性がある。根本原因が特定できないと、解決に非常に長い時間がかか
ることがある。フレキシブルキャパシティにおいては、システムのあらゆる問題に対応する知識
豊富な単一の連絡窓口を提供することで、この原因特定の不確実性を大幅に軽減することが可能
である。フレキシブルキャパシティは、ダウンタイムの減少に加え、データセンターに次のよう
な利点をもたらす。
データの整合性を高め、応答時間を改善できる。エンドユーザーに近い場所に情報が存在す
るため、データ回線の余分なコストを使わずに、情報アクセス速度を大幅に高めることがで
きる。
環境の迅速なスケーラビリティにより、ビジネス機会を逃さず、コンピューティングニーズ
に対応できる。過剰な設備投資なしでキャパシティの余裕がデータセンターに生まれ、リソ
ースのすばやい展開が可能である。
SLA に関するデータポイント、およびワークロードに関する主要業績評価指標（KPI）の計
測結果を、CFO および CEO と共有できる。データセンター管理者は、ワークロードがどれ
ほどのコストでどのようなパフォーマンスを示しているか、上級経営陣に対しすばやく効率
的に知らせることができる。
多額の設備投資が不要である（フレキシブルキャパシティの費用は OPEX＝運用コストにす
ることも可能であるため）。また、ピーク負荷や今後の成長に対応するためのサイジングに
関連するコストも不要である（すなわち、未使用のキャパシティ分についてはバランスシー
ト上に計上する必要がなくなる）。
ワークロードに対するコントロールを取り戻し、rogue IT（IT 部門の承認なく勝手に導入さ
れる IT）を排除する。LOB オーナーがあらゆる種類の情報をサイバー空間に置いていても、
IT 部門はセキュリティやガバナンスを犠牲にせずに、クラウドプロバイダーのような役割を
果たすことが可能になる。
さらに、フレキシブルキャパシティによって次のことも可能になる。
データセンターが依然としてサイロ化したインフラストラクチャアーキテクチャであっても
（ワークロードごとに 1 台のサーバー）、効果的な仮想環境を簡単に構築できる。
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パッチの適用やファームウェアの管理が容易になる。フレキシブルキャパシティによるソリ
ューションは、パッチやアップグレードの調整、展開、検証に要する時間を短縮し、システ
ムを最新の状態に保つためのきめ細かな方法論を提供する。
IT 部門は、フレキシブルキャパシティによるソリューションを採用することで、パッチ適用やシ
ステム展開などの日常的な IT タスクではなく、ビジネスを牽引することに力を注ぐことが可能
になる。これらの統合型インフラストラクチャによって、データセンター管理者はワークロード
が適切に割り振られているという安心感を得ることができ、貴重な IT リソースを別のプロジェ
クトに投入することができる。

市場トレンド
この 2～3 年で、「as-a-service」モデルは急速に普及してきていると IDC ではみている。ユーザー
の立場から見たこのモデルの最も明快なメリットは、オールインワンの「ターンキー」（＝やや
こしい初期設定が不要な）ソリューションとして提供される点である。顧客は、サービスの提供
に必要とされるリソースを所有／管理／理解しなくても、サービスを利用することが可能である
（Figure 1 を参照）。そういった負担はサービスプロバイダーが負い、キャパシティの保守やプ
ロビジョニングといった日常的な運用タスクを代行する。そのため、従来よりも管理がはるかに
簡素化され、顧客への導入も迅速に行うことができる。これらのサービスが、技術的に「簡単」
であることは、IT スキルを持たない多くの LOB 部門が直接キャパシティを活用できるという点
で重要な意味を持つ。プライベート「クラウド」サービスでは、サービスのプロビジョニングや
管理のためのセルフサービス機能が顧客に提供される。IT クラウドサービスの世界において、セ
ルフサービス機能の範囲は、さまざまである。顧客によるセルフサービスは、運用効率、展開の
スピード、顧客満足度を向上させるために重要なツールである。

Figure 1
サポートコストとアーキテクチャの可用性

新しいアーキテクチャを選ぶ理由
アーキテクチャタイプ別に見るサポートに必要な総コスト

長期コスト

高

非常に大きい専有面積、別々に分かれた管理
ツールやサポート契約、複数のベンダー、多くの
アセットが大きな専有面積を占める

サイロ化
アーキテクチャ

リファレンス
アーキテクチャ

専有面積の縮小、より共通化
された管理ツール、契約は複
数の場合もあるが1つのプロ
バイダーによって管理、マルチ
ベンダーソリューション

統合型
インフラストラクチャ
システム

低
低

可用性

高

Source: IDC
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小さな専有面積、共通化された管理、
単一ベンダー、サポート費用の削減、
全体的なサポートと付加的なメリット
による顧客満足度の向上
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従来の IT アウトソーシングでは、契約の一環として、顧客がパフォーマンスやその他の指標を
見るための標準化されたポータルをプロバイダー側で用意しているのが普通である。ただし、こ
のポータルは真のセルフサービスプロビジョニングと言うよりも、既存環境のハイレベルな管理
のためのものである。というのは、非クラウドアウトソーシングの場合、キャパシティ所要量は
一日単位でかなり予測しやすいことが多いからである。専用のプライベートクラウドにおいては、
新しいワークロードをプロビジョニングしたり、契約の制限内で変更を行ったりするような際、
顧客は、ポータルを通じて提供される「管理」機能および真のセルフサービスとして、ワークロ
ードについて、より詳細な可視性を期待する。たとえば、アプリケーション開発チームが 1 か月
間テスト用サーバーを必要とする場合、新たに発注書を発行しサービス回線を開かなくてはなら
ないような新規の契約を結ぶのではなく、より広い既存の契約の範囲内で（すなわち、XYZ 社が、
あるパラメーターの範囲で、四半期の間コンピューティングインスタンスを 10 個までセットア
ップできるキャパシティを購入している、というようなケース）、新しいインスタンスを設定し
てプロビジョニングすることができる。このような従量課金型（pay-as-you-go）のモデルは、顧
客に非常に受け入れられている。
IT 部門が社内ユーザー向けの従量課金型のモデルを開発し、社内のプロフィットセンターになれ
ば、統合システムと IT を一歩前進させることが可能になる。収益性の高い IT 運用に秀でた企業
は、同業他社にリソースをプロビジョニングし、月額料金を徴収できるようになる可能性も考え
られる。

HP についての検討
HP フレキシブルキャパシティサービスは、パブリッククラウドが持つコスト面での利点に加え
て、オンプレミス IT が持つセキュリティや統制における利点を顧客に提供する、スケーラブル
なコンピューティングサービスである（Figure 2 を参照）。このサービスは、サーバー、ストレ
ージ、ソフトウェア、そして集中型システムをサポートする。HP フレキシブルキャパシティサ
ービスは、CAPEX（設備投資）ではなく OPEX（運用コスト）を利用した従量課金型モデルの実
現も可能である。

Figure 2
HP フレキシブルキャパシティサービス

柔軟性のあるキャパシティ、企業向けサポート、オンプレミス
• エンタープライズ要件を満たす品質のサポート

キャパシティを増やす

• 実際の使用量に応じた課金1
• 詳細なメータリングにより、月々の使用量をコストに一致させる
• 必要なときに迅速に利用可能なインフラストラクチャキャパシティ

使用した量についてのみ
料金が発生
予測された
キャパシティ

ローカル
バッファ

• スケーラビリティ ：数か月ではなく数分で
バッファーキャパシティが利用可能
• サーバー、ストレージ、ネットワーク、HP Softwareに適用可能

キャパシティを減らす

• HPおよびマルチベンダーで使用可能2
• 運用コストに分類可能3

HPデータセンターケアビルディングブロック

ビジネスアプリケーション

1 最小キャパシティに関するコミットメントによって異なる
2対象マルチベンダーについては、機種により提供可否が異なる
3 OPEX化については、ユーザー企業の会計基準による

Source: HP
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HP によると、HP フレキシブルキャパシティサービスは次のような利点を提供するよう設計され
ている。
数週間ではなく数分でプロビジョニングを実行できる、柔軟な IT キャパシティ
運用コストで支払いが可能、先行設備投資はゼロ
キャッシュフローの最適化
従量課金型モデルの料金は使用量に一致
運用効率を向上させる、エンタープライズ要件を満たす品質のサービス
使用しながら必要となったときに増設可能
HP データセンターケアのコンポーネントである HP フレキシブルキャパシティサービスは、エ
ンタープライズ要件を満たす品質のサポートをデータセンターに提供する。このサポートには、
担当のアカウントチームのほか、電話サポートが含まれる。さらに、HP データセンターケアで
は、プロアクティブ（事前対応）サービスおよびリアクティブ（事後対応）サービスを共に提供
している。
サービスプロバイダーに必要なのは、収益性の向上と市場投入までの期間の短縮につながる、柔
軟性に優れたビジネスソリューションである。HP によると、HP フレキシブルキャパシティサー
ビスの OPEX（運用コスト）アプローチの場合、実測の使用量が請求書に反映されるため、当月
の使用量と費用が一致する。したがって、サービスプロバイダーは設備投資を行わずに、顧客の
使用状況に合わせてコストを拡大または縮小することができる。

課題
オンプレミスかオフプレミスかを問わず、企業は「as-a-service」モデルに安心感を抱きつつある。
HP フレキシブルキャパシティサービスは、まさに経時的なキャパシティの増減に対応する従量
課金型のモデルである。HP が直面するであろう主な課題の 1 つは、このソリューションをリー
スの修正版ではないかと思っている潜在的な顧客の疑念を克服することである。HP は市場に向
け、これは従量課金型のモデルなのであり、オンデマンド式のキャパシティがもたらす真のメリ
ットを提供するものである、ということを伝えていく必要があるであろう。

結論
今日のデータセンターでは、俊敏性と共にコストパフォーマンスが求められている。このような
目標を達成するため、プロビジョニングを迅速化すると同時に、余分なキャパシティを購入する
必要のない、仮想化インフラストラクチャに注目する企業が増えている。リソース不足に苦しむ
IT 部門では、このような環境をサポートする目的で、サードパーティのサービスプロバイダーの
採用が検討されつつある。理想的には、この種のプロバイダーによって、トラブルシューティン
グから使用量に応じた課金、そして必要に応じたキャパシティ（およびコスト）の増減までを一
括して効率化することが望ましい。HP が本調査レポートで指摘した課題を克服できれば、デー
タセンターサポートサービスという重要な市場で同社が成功する可能性は非常に大きいであろう、
と IDC ではみている。
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