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OVID-19は、ビジネスアーキテクチャの前提に根本的

な変化をもたらしました。一夜にして、多くの組織が

クラウドインフラ戦略にシフトしなければならなくなっ
C
たのです。実際、Logic Monitor社の調査では、世界のIT意

思決定者の87%がパンデミックによって組織のクラウドへの移

行が加速するだろうと考え、2025年

までにオンプレミスの仕事量が減少

すると予測しています1 。このクラウド

導入の加速はすでに始まっています

（図1）。

世界各国の企業は、第2四半期にクラウドサービスに346億

米ドルを費やしました（前四半期比約11%増）2。

Microsoft CEOのSatya Nadella氏が述べているように、「2ヶ

月で2年分のデジタルトランスフォーメーションが起きた」のです3。

2

COVID-19によって加速した
クラウドの成長

迅速に行動できる組織は、テクノロジー
を駆使してバーチャルな仕事、労働力、
職場を実現する方法を再考し、インフラ
を競争上の差別化要因として利用する
ことができています
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COVID-19で加速するクラウド戦略

仮想ビジネスインフラを機能させる
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COVID-19 パンデミック前 COVID-19 パンデミック中

クラウドの需要
20%の企業は、12ヶ月以内に自社の仕事量／データの少なくとも
半分がパブリッククラウドに置かれると予想a

クラウドの需要
59% の企業が、パンデミックの影響でクラウド利用が計画を上回る

と予想b

デジタル領域のシニアクラウドエグゼクティブへの問い合わせが

224%増加c

パンデミックの開始以降、世界的金融機関6社が、新たなクラウド
の取り組みを発表d

リモートワーク
2020年1月にフルタイム従業員の3%がリモートワークをしていたと
される

リモートワーク
2020年4月時点で、フルタイム従業員の64%がリモートワークをして
いたとされるe

2020年5月時点で、世界の労働人口の81% （27億人）が外出
禁止令の影響を受けた f

コラボレーションツール
2019年11月のMicrosoft Teamsの1日のアクティブユーザー数は
約2,000万人g

コラボレーションツール
2020年5月のMicrosoft Teamsの1日のアクティブユーザー数は
約7,500万人（ほぼ4倍）h

インフラ要件
2019年12月にデスクトップユーザーの17% 、モバイルユーザーの15%
がVPNにアクセスI

インフラ要件
Microsoft Azure VPN接続が 94%増加
3月上旬にロックダウンが実施されて以来、WANのピークトラフィック
が40倍に増加j

VPN接続がパンデミック前のレベルから72%増加k

クラウド収益
クラウド市場の主要企業は、2019年に大幅な成長を達成
Amazon Web Services (AWS)は2019年第2四半期に37%増
Microsoft Intelligent Cloudの2019年第3四半期の収益は22%増
（サーバー製品、クラウドサービス、企業サービスの収益を含む）l

クラウド収益
景気後退にも関わらず、各大手パブリッククラウドプロバイダーは
2020年も2桁成長を継続m

• Google Cloud Platformの2020年第2四半期のクラウド収益は
43%増n

• Amazon Web Servicesの2020年第2四半期の収益は29%増o

• Microsoft Intelligent Cloudの2020年第3四半期の収益は

27%増p



図2

COVID-19がクラウドの戦略とプランニングの重要な転換点になっている

パンデミック前のクラウド市場 パンデミック後のクラウド市場

世界の労働力の大半がリモートワークを行っているため、大

手パブリッククラウドプロバイダーのサービスに対する需要が大

幅に増加しています。この大量のトラフィックによって従来のイ

ンフラ（例：仮想プライベートネットワーク（VPN））が圧

迫され、組織が「リフトアンドシフト」によるクラウドへの移行を

余儀なくされたことにより、さらなる最適化の余地が生まれま

した。外出禁止令によってオンプレミスインフラへのアクセスが

不可能ではないにしても困難になり、重大なインフラリスクが

浮き彫りになりました4。すなわち、緊密に連動したビジネス

アーキテクチャとテクノロジーアーキテクチャの負荷に対する脆

弱性が顕在化したのです5。これらの理由から、クラウド戦略

がクラウドマイグレーション、セキュリティ、運用、バリュープラン

ニング、DevSecOps（ソフトウェア開発（Development）、

運用（Operation）、セキュリティ（Security）の合成語）
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へとシフトし、クラウドネイティブやコンテナ、サーバーレスへの取

り組みが後退することが予想されます（図2）。

組織は、クラウドに再び注目し、COVID-19に対応する中で、

ITの複雑さ、セキュリティリスク、運用効率の課題に直面して

います。一部の組織は、重要性の低いクラウドマイグレーショ

ン計画の優先度を下げたり遅らせたりしていますが6、レジリエ

ントなリーダーや組織は、スケーラブルなクラウドインフラを使っ

てテクノロジーバックボーンの近代化を進めています7。アプロー

チを設計するにあたり、クラウドの複雑さを解決するための

「魔法の組み合わせ」は、効果的なツール（34%）、アプロー

チ（34%）、人材（32%）⁸で構成されることがデロイトの調

査で明らかになっています8。

4

出所：複数の情報源（アナリストの意見、クライアント、ソートリーダーシップのトレンドなどを含む）に基づくデロイトの視点



これは、多くの組織にとって、クラウドプログラムを再活性化し、

開発と運用（DevOps）からフェデレーションセキュリティ、マ

ルチクラウド・ソリューションに至るまで、異種インフラ向けの新

たな戦略を採用して、プロセスの最適化とリスクの軽減を図

り、複雑さに対処をすることを意味します。

迅速に行動できる組織は、テクノロジーを駆使してバーチャル

な仕事、労働力、職場を実現する方法を再考し、インフラを

競争上の差別化要因として利用することができています

（図3）。

出所：Deloitte分析

図3

ビジネス上の課題により、仕事、労働力、職場におけるクラウドインフラソリューションの
普及が加速しています

異種インフラにおける消費と

アクセスモデルの変化により、

テクノロジーが複雑化

緊密に連動したビジネスアー

キテクチャとテクノロジーアーキ

テクチャの負荷に対する脆弱

性により、セキュリティリスク

が発生

運用効率には、急速に変化

するビジネスニーズに対応する

ためのレジリエントな働き方が

必要

• リモートという職場の要件に

より、物理的なデータセン

ターにアクセスすることができ

ない

• リモートワークによるトラ

フィック量が従来のインフラ

を圧迫し、より高い運用効

率が求められるリフト・アン

ド・シフトのアプローチを採ら

ざるを得なくなっている

•（戦略だけにとどまらな

い）マルチクラウドソリュー

ションは、フルスタックソ

リューション向けの運用効

率化ツールおよびプラット

フォームにフォーカスして、バー

チャルな仕事、労働力、職

場をサポート

•データセンターの仮想化に

より、リモートデータアクセス

や分散データの一元管理

が可能

• フェデレーションセキュリティ

は状況の変化に応じて状

況認識やアクセスポイントを

管理し、リアルタイムの脅威

インテリジェンスや修復に関

する情報共有を促す

• DevOpsは、ITプログラムから

より良い価値をより早く、よ

り安全に、そしてより痛みを

伴わずに達成することので

きる実証済みのアプローチで

あり、ますます分散化する

仕事環境において新たな

展開が見られている

•物理的に一緒にいることが

できない分散した労働力が

標準化されていないインフラ

全体でチームや働き方に影

響を及ぼしていることから、

企業はテクノロジーインフラ

の変更を実施している

ビジネス上の課題
テクノロジーと

運用上の課題

テクノロジーソリューション

アプローチ

5
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•外出禁止令により物理イン

フラがアクセス不可となり、

アクセスポイントが拡大する

とともにセキュリティ境界が

変化している

•異種テクノロジーインフラと

仕事の性質の変化により、

ネットワークアクセスポイント

と消費が変化



ルチクラウド戦略やハイブリッドクラウド戦略は、

今日の標準的な戦略となっています。業界調

査によると、クラウドインフラを使用している組織マ
の93%がマルチクラウド戦略を採用しており、そのうち87%

がハイブリッドクラウド（パブリックとプライベートの複合）

のインフラモデルを使用していることが分かっています。85%

もの企業が、ハイブリッドクラウドが「理想的な」IT運用モ

デルであることに同意し、

回答者の61%が、クラウド間やク

ラウドのタイプ間でのアプリケー

ションモビリティの必要性を「必

須」と報告しています9。

そのため、多くの組織は、複数の

クラウドプロバイダーを選択し、パブ

リッククラウドサービスまたはプライ

ベートクラウドサービスに保存する

データを決定し、複数のクラウドインフラ間の相互運用性を

管理するという初期の課題を既に乗り越えています。クラウド

の複雑さに対処する上での次なる未開拓分野は、ツールや

ソフトウェア、テクノロジーを構成することでこれまでに築いた土

台を足掛かりとし、フルスタックのマルチクラウドソリューション

（業務遂行に使用される労働力システムやプラットフォーム

を管理するためのID・アクセス管理（IAM）、ネットワーク監

視、メタデータ管理、IT運用向け人工知能（AIOps）が含

まれているかに関わらず）を推進すること、と言えるでしょう10。

マルチクラウドソリューションは、これらのツールやテクノロジーの

オーケストレーションを考慮して、データ、リソース、ワークフローを

管理し、ストレージ、データベース、プラットフォーム、さらにはセ

キュリティをも含む完全なソリューションアーキテクチャで最も

効率的なデータフローを確保できるようにする必要があります。

それができて初めて、マルチクラウドインフラはビジネスアプリ

ケーションを効率的かつ安全にサポートし、アプリケーション毎

に価値を生み出すことができるのです。

COVID-19の状況下において、クラウドソリューションにとって特

に困難なのは、各テクノロジーに合った適切なアプリケーション

を迅速に見つけることです。多くの場合、ハイプ・サイクルに含

まれるプラットフォームやサービスを利用したいという誘惑に駆

られます。しかし、新しいプラットフォームに適していないアプリ

ケーションへの移行は通常失敗に終わります。

組織は、まずアプリケーション自体を理解し、接続されたデー

タと基礎となるアーキテクチャを理解した上で、新しいテクノロ

ジーがそれに合ったものかどうかを判断する必要があります。

例として、コンテナのデプロイ、管理、スケーリングを自動化す

るGoogleのオープンソースプロジェクト「Kubernetes」が挙げら

れます。Flexera社が毎年実施しているクラウド調査によると、

6

バーチャルな仕事、労働力、職場を

サポートする、戦略を超えた

マルチクラウドソリューション

クラウドの複雑さに対処する上での次なる
未開拓分野は、ツールやソフトウェア、テ
クノロジーを構成することでこれまでに築い
た土台を足掛かりとし、フルスタックのマ
ルチクラウド・ソリューションを推進すること、
と言えるでしょう
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企業が使用しているクラウドの数は平均でパブリッククラウド

が2.2、プライベートクラウドが2.2で11、組織の20%が本番環

境または開発・テストにKubernetesを使用しています12。しか

し、だからと言って他の企業も急いでKubernetesを使用する

必要があるという訳ではありません。その代わりに、基礎とな

るビジネスアプリケーション（この場合は、リモートワークインフラ

や共同作業環境）をサポートするにはどのようなクラウド管

理リソースが必要かを考え、そこから戻って、適切なサービスを

提供することのできる適切なツールを選択するとよいでしょう

（図4）。

出所：Deloitte分析

図4

仕事、労働力、職場の未来を支えるITインフラの開発

•オンプレミスのデータセン
ターが事業継続性リスク
に直面

•異種混在のインフラにおけ
る消費の変化により、ITの
複雑さが増大

• ITOpsがCloudOpsを超え
て進化し続けている

•ワークロード管理による長
期的なメリットを得るため、
データセンターを可視化

•現在最適な戦略として広
く受け入れられているマル
チクラウド戦略やハイブリッ
ドクラウド戦略を採用

•CloudOpsの導入

•一つのバーチャルデータベー
スを使って、またはデータを
分散管理して、共通の
データサービスを構築

•フルスタックソリューション
推進のための、アクセス、
ネットワーク管理、運用、
エンドポイントの複雑性に
フォーカスしたマルチクラウ
ドソリューションを開発

• CloudOps を 拡 張 し て
AIOpsを含めることで、リア
クティブ監視から自動応
答に移行

•冗長性を排除し、データ
の理解、API接続性、およ
びガバナンス向上を実現

•コストガバナンスの向上に
より、フレキシブルな消費
モデルを達成

•予測監視の実現

新たな課題

データセンター

現状 目標 メリット

IT

OPS
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マルチクラウドインフラを管理する上で重要な、そしてパンデミッ

クが蔓延した世界ではさらに重要な検討事項として、共通の

データサービスの構築、異種インフラの管理、エンドポイントの複

雑さの解決、AIOpsを含むIT運用（ITOps）における新しい手

法の採用などが挙げられます。

• 事業継続性リスクに直面しているオンプレミスデータセン

ター：組織がパンデミック中に職場（オンプレミスインフラ

を含む）にアクセスできなくなったことで、データセンターの

仮想化が事業継続性リスクに関する重要課題となりま

した。データセンターの仮想化がうまくいけば組織に長期

的な利益がもたらされることが、歴史的に証明されていま

す。例えば、あるフィンテック大手企業は、何万もの業務

をクラウドに移行してデータセンターの設置面積を削減す

ることで、大幅なコスト削減を達成しました13。共通のデー

タサービスを構築する方法は2通りあります。一つは、単

一の物理／論理データベースまたはデータベースシステムに

データを統合する方法、もう一つは、たとえ異なるデータ

ベースモデルを使った異なる分散型データベースだったとし

ても、仮想化を利用してすべてのデータを一つのデータベー

スとみなすことで、データを分散管理する方法です。組織

がどちらのアプローチを選択する場合でも、重要なのは一

意の顧客、売上、製品その他のデータに対して単一のパ

スを持つことです。このアプローチにより、組織は次のことが

可能になります。

⁃ 冗長性の排除による、効率向上およびインフラコス

ト管理

⁃ メタデータに加え、データベースに関する詳細な理解

⁃ 一般的にはクラウドネイティブデータベースが最良の

選択であることを理解した上での、組織のニーズに

合った適切なデータベーステクノロジーの選択

⁃ APIまたはウェブサービスアクセスを使ったデータベース

サービスの実現

⁃ ガバナンス、セキュリティ、および管理サービスの導入

仮想化されたデータウェアハウジングにより、The Home Depot

社などの大規模小売業者は、サプライチェーン全体で消費

者のニーズにより迅速に対応できるようになりました。The

Home Depot社は、IoTやエッジ、クラウドを使って2,000拠点

で50,000以上の商品を追跡し、どの商品がいつどこで販売さ

れたかをリアルタイムで分析して、それに応じて軌道修正して

います14。

• 異種インフラに見られる消費の変化とエンドポイントの複

雑化：組織は、もはや単一のデータセンターでシステムを

管理するのではなく、モバイルネットワークやIoTデバイス、

エッジを管理しています。それらが合わさることで、データの

複雑さが増幅されます（The Home Depot社の例のとお

り）。異種インフラに向かう傾向はすでに始まっていたも

のの、COVID-19によって働く場所や働き方が変化したこ

とにより、ネットワーク全体で消費モデルが変化しました。

クラウドインフラをすでに持っていた組織は、未使用のイン

フラに対する従業員向けインフラコストを削減したり、需

要が高い場所にリソースを増やしたりできるというメリット

を得ました。結局のところ、航空会社、小売業者、保険

会社のビジネスモデルや労働力ニーズはパンデミックによる

影響がそれぞれ異なるため、労働力をサポートするための

データやインフラの需要もすべて異なったものになるでしょう。

例えば、Volkswagen社傘下の自動車メーカーAudiの一

部門であるAudi Business Innovationでは、リモートワーク

に伴い、従業員によるレンタルのリモートコンピューティング

能力やソフトウェアツールの利用が増加したことで、クラウ

ドの消費量が3月から4月にかけて12%増となりました。同

部門はすでにクラウドを利用していたことから、30%の支

出削減を見込んで、消費モデルとプラットフォームを調整

することができたのです15。COVID-19によって、組織がオフ

プレミスのデータセンターに送信する作業の構成や、標準

化されていないチャネルを介したネットワークへのアクセス

方法、アクセスポイントをずらしてネットワーク全体で管理

する必要のあるオンプレミスのIoT、モバイル、エッジ、

クラウド対応ワークンフラの未来
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およびクラウドのデータ量が変化しました。これらすべてが複

雑さを増大させる可能性があります。

企業のインフラは、すでに多くの異なるプラットフォームで構成

され、一部はクラウドでホストされ、一部はオンプレミスである

可能性が高いと考えられます。そのため、パンデミックによる

デバイス消費の変化（企業ネットワーク外で、ラップトップや

携帯電話を使った在宅勤務）に対応するために、組織は

インターフェースやセキュリティモデル、ガバナンスモデルを理解

した上で進めていく必要があります。異種インフラの管理は、

多くの場合、システム全体のインベントリを作成することから

始まり、ネットワーク、セキュリティ、パフォーマンス、デバイス管

理、およびヘルプデスクのタスクを組み合わせた、運用プロセ

ス設計をツール、テクノロジーを含む物理的な運用モデルへと

合理化することのできる、クラウド運用またはCloudOpsを導

入するための管理計画を策定することで終わります。組織

は、管理対象のエンドポイント数を削減し、システムタイプ

（プロセッサ、オペレーティングシステム、データベース）の数を

最小限に抑え、管理／ガバナンス／自動化ツールを使って

残りの複雑さに対応することで、エンドポイントの複雑さへの

対処に取り組むことができます。

• AIOpsを含むITOpsの新たな手法の採用：CloudOps重

視の必要性を考えると16、CloudOpsの発展領域として

AIOpsが挙げられます。クラウドインフラ監視は、リアクティ

ブ監視から予測監視へと進化し、我々は今やAIOpsの

新時代に移行しようとしています17。AIOpsやその他の最

新の管理・監視ツールを使用することで、イベントに反応

して修正プロセス（単一のネットワークデバイスで生じたパ

ケットエラーを検出し、デバイスが交換されるまでの間、一

時的にそのデバイスを迂回するなど）を開始することので

きる自動化レイヤーを構築するメカニズムが提供されます。

AIOpsツールやその他の運用ツールは、すべてのシステムや

デバイスから送信されるデータを分析して、障害の発生を

判断することができます。しかも人間より速くのです。これ

らのツールは、適切に構成されれば、異常な動作を検出

し、修正プロセスを開始することが可能です。AIOpsの拡

大傾向の一環として、パンデミック前に一部のAIOpsベン

ダーがインフラ自動化企業によって買収されましたが、この

傾向は今後も続くと予想されます18。

9
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仕事、労働力、職場の未来のための

フェデレーションセキュリティ

いますが、仕事の場所、内容、方法が変化したことで、多く

のインフラ自体も新たなセキュリティの課題に直面しています。

働く場所の変化に伴う新たな働き方に対応するためにITの

焦点が変化する中、全く新しいインフラ構成（家庭用イン

ターネット、個人用モバイルデバイスの使用など）によるセ

キュリティ監視の文脈そのものが変化しました。これにより、階

層間で分散型の異種インフラのセキュリティを管理し、状況

認識を促進することに成功したことで知られる、フェデレーショ

ンセキュリティ戦略に注目する必要性が高まっています。

クラウドのフェデレーションフレームワークにより、組織は複数の

クラウドコンピューティングサービスをデプロイ、統合、管理する

ことができます19。これらのフレームワークは、アプリケーション、

ネットワーク、システムレイヤー、およびクラウドセキュリティセン

ターにおけるフェデレーションセキュリティプロトコルの定義と導

入を支援することができます。プロアクティブな防御監視（早

期警告、コマンド、およびコントロール）や、インフラ階層、

データストレージ、信頼できるプラットフォーム、ウェブサイト、お

よびオペレーティングシステムにおける、マルウェアや高度で持

続的な脅威（APT）、ネットワーク侵入に対するアクセスポ

イント攻撃の管理に焦点を当てる必要があります。これらは

すべて、動的な脅威情報の共有を実現するために行う必要

があります20。例えば、米国土安全保障省は、組織のネット

ワーク全体でさまざまな防御テクノロジー（移動ターゲット防

御やクラウドシステムセキュリティの側面）を企業のフェデレー

ションに組み込んだサイバー防御・情報共有のエコシステムを

OVID-19が仕事、労働力、職場に与えた影響に

より、ITは新しいツールや手法を使ってますます異

種化するインフラに対処することを余儀なくされて
C

構築して、既知の攻撃や新たな攻撃に対するセキュリティを

向上させています21。フェデレーションセキュリティが成熟するに

つれて、組織はますますウェブサービス22、クラウドフェデレーショ

ンのためのサービスとしてのセキュリティ（SaaS）23、マルチクラ

ウド環境24、ブロックチェーン対応フレームワーク、およびネット

ワークエコシステム25を重視するようになっています（図5）。

クラウド対応ワークンフラの未来



出所：デロイト分析

図5

仕事、労働力、職場の未来のためのフェデレーションセキュリティ

•異種ITインフラには異種
セキュリティモデルが必要

•リモート環境では、信頼
できるアクセスの重要性
が高まっている

•オフィスの境界が関係な
くなり、境界型セキュリ
ティが無効になる

•分散チームや複数のクラ
ウドソリューション間でのセ
キュリティの情報共有お
よび連携がますます困難
になっている

•アプリケーション、ネット
ワーク、システムレイヤー、
およびC2セキュリティセン
ターでインフラを保護する
ために、フェデレーションセ
キュリティを導入

•役割ベースのアクセスコン
トロール、一元化されたセ
キュリティ管理、IDアクセ
ス管理の導入

•物理的に保護されたデー
タセンター向けの境界型
セキュリティでは、リモート
アクセスが必要な人のた
めのアクセスポイント（可
能な場合）や、新しいセ
キュリティモデルを必要と
するバーチャルな代替手
段を検討する必要がある

•フェデレーションネットワー
ク全体でIMソリューション
を導入

•シングルベンダーのIMソ
リューションから、統合／
フェデレーションされたIM
ソリューションに移行し、
クラウドプロバイダーのテ
クノロジーをフル活用

•階層／デバイス全体で、
フェデレーションコンピュー
ティングをエンドポイントレ
ベルまで管理（クラウド、
エッジ、モバイル、IoT）

•状況認識の向上、アク
セスポイント攻撃の適切
な処理、より動的な脅
威インテリジェンスと復旧
の実現

•ネットワークアクセスのガ
バナンス向上

•セキュリティシステムの相
互運用性、連携、情報
共有の向上、ベンダー
ロックインの回避

•変化する攻撃対象領域
におけるセキュリティの管
理

新たな課題 現状 目標 目標とする理由

ITセキュリティ

アクセス管理

境界セキュリティ

情報共有
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•境界レベルのセキュリティ
からデバイスレベルのセ
キュリティへの置換、サー
ビス、デスクトップ、および
リモート IoTデバイスの仮
想化、すべてのコンポーネ
ント（オブジェクトリポジ
トリ、ネットワークセグメン
テーション、Webサービス
を含む

• 組み込み型の匿名性

のないセキュリティ機能、
多要素認証（MFA）、
特権 ア ク セ ス 管理
（PAM）の利用

信頼できるインターネッ
ト接続ポリシーの検討



リモートワークの普及によってもたらされた複数の新たな傾向

に加え、これらの傾向は今後も発展し、信頼できるネットワー

クアクセス、境界ベースのセキュリティ、フェデレーションインスタ

ントメッセージング、およびエンドポイントレベルまでのフェデレー

ションコンピューティングに関連する新しいネットワークインフラ

を生み出していくでしょう。

• 異種ITインフラ向けの異種セキュリティ：組織は、クラウ

ドや、モバイル、IoTなどのエッジを包含する多層アーキテク

チャの確保を模索する中で、アーキテクチャ層を各層に固

有の脅威から保護する必要があります。実際、異種イン

フラの管理には、さまざまな層のテクノロジープロバイダー間

でフェデレーションされた異種セキュリティモデルが必要で

す26 。エンドポイントレベルでは、組織はインフラの監視と

修復をDevSecOpsと組み合わせ、AIと結びつけて予測

型の自動化された脅威管理、監視、および解決をすべ

てデスクトップレベルで行う必要があります。フェデレーショ

ンセキュリティモデルでは、組織はあらゆるインフラ層、デ

バイス、またはプロセスにリーチして、ネットワークセグメン

テーションとのセキュリティギャップを埋めることができます。

COVID-19により、ワークインフラのネットワークが拡散また

は分散するにつれて攻撃対象領域が拡大したことにより、

「脅威の検出」を超えて「脅威の修復」に至るまで、すべ

てのデバイスにおけるプロアクティブな防御監視の重要性

が高まっています。

• リモート環境での信頼できるアクセス：ある業界調査に

よると、企業のクラウドインフラに対するセキュリティ攻撃の

33%は、ロールベースのアクセス制御に関連する適切なガ

バナンスとセキュリティパラメータの欠如が原因であること

が分かっています27。IDアクセスは最大の脆弱性の一つ

であり、サイバーセキュリティ調査の回答者の33%は、IDア

クセス管理の役割がクラウドのセキュリティ侵害や最大の

脅威（マルウェア、ランサムウェア、クリプトジャッキングの

インシデントなど）の影響を受けていると報告しています28。

集中セキュリティ管理は、分散したリソース間のセキュリティを

管理するための、時代を超越した概念です29。特に、新たな

リモートワークという状況がリモートネットワークの攻撃対象領

域が拡大したことから、アクセス権にフォーカスしたID管理が

ネットワークの安全性確保の要であることに変わりはありませ

ん。境界がなくなっていく中、サイバーセキュリティに対するゼロ

トラストのアプローチは、組織がさまざまなデバイスにわたって境

界外のデータや資産の完全性とセキュリティを維持するのに

有効です30 。このアプローチは、ネットワークベースの制御から、

アクセス制御とID管理を主眼とするIDベースの原則へとシフト

しています。ゼロトラストの場合、組織は「絶対に信頼せず、

常に検証する」というアプローチを採ることにより、個人やデバイ

スのサイバーセキュリティ態勢を向上します。例えば米国防総

省は、同省のフェデレーションクラウドインフラに匿名性ゼロのセ

キュリティ機能を組み込んでいます。これにより、管理者はすべ

てのソフトウェア、ハードウェア、およびユーザーによる各クラウドへ

のアクセスをリアルタイムで監視、追跡、制御することができま

す31。パンデミックを受けて、サイバーセキュリティ・インフラセキュ

リティ庁（CISA）は、テレワークに具体的に対応するための暫

定的な「信頼できるインターネット接続（TIC）に関するポリ

シー」を発表しました32。組織は、特権IDを保護するために「決

して信頼せず、常に検証し、最小特権を適用する」アプローチ

を採用しています33。製造会社であるCosmo Filmsは、自社の

インフラを集約型のプラント／オフィスユニットからアクセスレイ

ヤーを持つ分散型モデルへと完全に転換しました。同社の最

高情報責任者であるJagdip Kumar氏は以下のように述べて

います。「我々は、ユーザーのニーズに基づいてアクセスレイヤー

を割り当てており、地理的・時間的な課題を抱えることなく、

インド全土のユーザーにデータレイクと重要な情報に対する可

用性とアクセス可能性を提供しています。」34

クラウド対応ワークンフラの未来
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• オフィスの境界セキュリティ：COVID-19が勤務場所

（現在は自宅）に与えた影響により、従来の境界セ

キュリティモデルが陳腐化しました。物理的に保護された

オフィスには、もはや境界内で働く人がいません。そのた

め、セキュリティは今、リモートアクセスを必要とする人の

ためのアクセスポイントやバーチャルの代替手段を考慮す

る必要があり、これらすべてに新たなセキュリティモデルが

必要になるでしょう。組織は、境界レベ

ルのセキュリティの代わりにデバイスレベルのセキュリティや

バーチャルサービス、バーチャルデスクトップ、リモートIoTデバ

イスを用いて、オブジェクトリポジトリやウェブサービスを含

むあらゆるコンポーネントを保護する必要があります35。

• 統合／フェデレーションされたIMソリューション：フェデレー

ションセキュリティにおける新たな傾向は、シングルベンダー

のIMソリューションから、クラウドプロバイダーのテクノロジー

をフル活用し、ベンダーロックインを回避する、統合型の

フェデレーションIMソリューションへの移行です。Amazon

Web Services（ AWS）や Google Cloud Platform

（GCP）をMicrosoftのActive Directory（AD）に統合

することで、マルチクラウドインフラ全体のセキュリティ管理

を簡易化することができます36。例えば、組織は、GCPの

フェデレーションセキュリティを使ってホームADソリューション

と統合することで、バーチャライズされたセキュリティ通信を

効率化し、脅威検出・修復を高速化することができます。

このセキュリティにおける人々の連携の変化は今、組織

全体のすべての広範なDevOpsの実践において、はるかに

大きな規模で見られています。

セキュリティは今、リモートア
クセスを必要とする人のため
のアクセスポイントやバーチャ
ルの代替手段を考慮する必
要があり、これらすべてに新
たなセキュリティモデルが必
要になるでしょう
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分散した世界におけるDevOpsと
働き方の変化

くの企業は、小規模なクラウド移行には成功

していますが、クラウドの拡張となると、組織

やプロセスのボトルネックになることがあります37。多
DevOpsがプロセスを合理化できるのは、まさにここです。

DevOpsは、優れたコミュニケーションとコラボレーション（つま

り、チームワーク）を促進して、より高品質のソフトウェアをより

迅速に、より信頼性の高いものへと作り上げます。

DevOpsは、文化の転換です。別の調査によると、「DevOps

＋クラウド」でパフォーマンスが81%も向上するという結果が出

ています38。ある業界分析会社が、2019年にDevOpsツール

の2桁成長を示し、全世界の収益が85億米ドルに達したこと

も不思議ではありません39。

DevOpsの最も簡単な部分は、自動スクリプト、継続的な

統合と配信、自動プロビジョニングなどのテクノロジーです。

組織が苦戦しがちなのは、既存のプロセスや構造を転換し

て自動化をサポートし、広範な業務にわたって文化の変革を

推進することです。これらは、チェンジマネジメントやデプロイメ

ント、ユーザー受け入れテスト、セキュリティ、コンプライアンス、

継続的な製品戦略によって実行することが可能です。

COVID-19で変わったのは、人々やチームが標準化されていな

いインフラでリモートワークをする場合、プロセスを変更する必

要があるということです。喫緊の組織ニーズが一部の通常の

障壁を凌駕している今、未開発のプロセスやインフラを構築

するまたとない機会が訪れています。パンデミック後の世界で

組織が回復する時、企業は、今下す決定によって、より反

復可能なプロセスの合理化、標準化、作成を実現できるこ

とでしょう。DevOps戦略は、ますます断片化、リモート化、異

質化する仕事環境を考慮した、新しいフレキシブルなコミュニ

ケーションやコラボレーションの技術を取り入れる方向に進化

する必要があります（図6）。

クラウド対応ワークンフラの未来



出所：デロイト分析

図6

DevOps戦略による新たな働き方の実現

•急速に変化する事業戦
略により、迅速な対応と
レジリエントなソリューショ
ンが求められる

•リモートワークには、より協
調的な働き方が求めら
れる

•フレキシブルで動的なイン
フラには、人間による手
動介入を最小限に抑え
ることが必要

•従来のサプライチェーンが
取り返しのつかないほど
混乱している

• DevOpsがエンドツーエン
ドのDevOpsにシフトレフト
し続けている

•クラウドの漸進的なリプ
ラットフォームのため、「シ
フトして採用する（shift-
and-adopt）」戦略に従
う

•仮想化・分散化したチー
ムに対してコミュニケーショ
ン／コラボレーションツール
を採用

•自動プロビジョニングに
DevOpsツールを採用

•クラウドのセンター・オブ・
エクセレンス（CoE）チー
ムを導入

• DevSecOpsを組織の
DevOps戦略に組み込む
ためにシフトレフトする

•アジャイルを強化してビジ
ネスとテクノロジーの運用
を調整し、不確実な時
期に必要な柔軟性を維
持する

•プロジェクトチーム、部署、
および組織全体で
ChatOpsを使用

•クラウドAIやMLサービスを
組み込むことにより、ハイ
パーオートメーションへ移行

•従来の役割を再考し、
企業内で昇格したアーキ
テクトとともにIT-as-a-
Serviceの運用モデルを
採用

•オペレーションのシフトレフ
トの継続、ガバナンス、顧
客サポート

•チームが即座に反応し、
即時的な価値を提供す
る戦術的な業務に集中
できるようになる

•リアルタイムの知識共有
の実現、知識管理の促
進、集団的知性の創出

•共通の目標や目的、お
よびフルスタック製品チー
ム間での連携強化を達
成

•反復可能な自動化プロ
セスを作成

•標準化された一貫性の
ある構築・開発環境、ガ
バナンスと顧客エクスペリ
エンスの向上

新たな課題 現状 目標 メリット

オペレーション

コラボレーション

自動化

チーム

プロセス
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組織がエンドツーエンドDevOpsにシフトレフト（早い段階から

着手）し続ける中、アジャイルリリースサイクル、バーチャルコ

ラボレーションツール、ハイパーオートメーション、および製品ライ

フサイクル全体にわたる継続的な改善への注目が高まると

予想されます。

• アジャイルの強化による応答性の向上：「シフトして採

用する（shift-and-adopt）」戦略は、クラウドリプラット

フォームを徐々に進めるための標準的な戦略であり、必

要に応じて拡張する弾力性のあるワークフローをコスト効

率よく実現できるため、先行投資を節約し、クラウド環

境を必要に応じて拡張することができます40。組織がクラ

ウドプログラムを加速させていく中で（今が

そうであるように）、リフトアンドシフトの

アプローチは、データセンターの統合や、イン

フラ更新コストの回避に有効です。クラウド

最新化プログラムは、DevOpsを導入して

IT開発と業務を連携させ、不確実性の高

い時期に柔軟性を維持しながら、デリバリー

のアジリティを向上させることができます。

継続的ビルドや継続的デプロイの自動化ツールは現在

DevOpsの主要機能であり、テスト自動化ツールによって

サポートされています41。これらのツールは、今のような不

確実な時期に市場への迅速な対応やフレキシビリティを

実現するアジャイルなクラウド移行に向けて、組織が検

討すべきベースラインと言えます。このような状況において、

組織は瞬時に反応して対応する必要があります。

COVID-19により、大規模な戦略的イノベーションの取り

組みに対する意欲が減退し、即時的な価値を提供し、

今抱えている課題を今すぐ解決する戦術的な仕事が重

視されています。

• ChatOpsの台頭：リモートワーク環境は、プロジェクト

チームにフォーカスした、部門横断型・組織横断型のコ

ミュニケーション／コラボレーションツールの導入を促進して

きました。プロジェクトチームは、チームコラボレーションに特

化したSlack、Microsoft Teams、その他の社内コミュニ

ケーションプラットフォームを使って、瞬時にインタラク

ティブな会話を行っています。これらのサポートは仮想

のチーム間でのやり取りに効果的で、この傾向は

COVID-19によって加速されています。例えば、

Microsoft Teamsの1日当たりの会議時間は、3月中

旬に9億分だったのに対し、4月には41億分となりまし

た42。1日のアクティブユーザー数は3,200万人から

7,500万人へ2倍以上に増加しています43。同様に、

Slackは、20年度第1四半期に9万社の新規契約を

獲得し、そのうち1万2,000件が有料顧客でした（前

年比28%増）44。

特にリモートワークをしている場合、コラボレーションツールは、

チームによるリアルタイムのコミュニケーション、一元化されたナ

レッジベースの構築、いつでもどこからでもアクセス可能な統

合された即時アクセスネットワークの作成を実現できるため、

プロジェクトレベルで非常に有用です。完全なコラボレーション

の可能性を引き出すことができれば、チームは会議の時間を

解放し、より効率的なコラボレーション方法へと移行すること

ができます。プロジェクトチームは、グループを超えてチーム外の

専門家にリーチするためのチャネルを確立（定義）することに

より、温かいサポートやクラウドソーシングに関する情報を入手

して、テーマの更新情報をフィルタリングされたチャネルに送信

し、オンデマンドでアクセスすることができます。テクノロジーとビ

ジネスにわたるコラボレーションの実現に向けて、開発プロセス

全体を通してビジネスステークホルダーとリアルタイムに関わる

ことができるソーシャルビジネスコラボレーションツール45が注目

を集めています。これらのツールは、COVID-19を受けてビジネ

ス戦略やテクノロジー戦略が急速に変化する中で特に重要

COVID-19により、大規模な戦略的
イノベーションの取り組みに対する
意欲が減退し、即時の価値を提
供し、今抱えている課題を今すぐ
解決する戦術的な仕事が重視さ
れています

クラウド対応ワークンフラの未来
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です。最後になりましたが、組織横断的なコラボレーションツー

ルは、組織全体のステークホルダーを結び付けてリモートデータ

センター管理をサポートし、ITチームとそのベンダー、パートナー、

クライアント間のシームレスなコミュニケーションを実現すること

ができます。

• ハイパーオートメーション：自動プロビジョニングは、人手

を介さずにオンデマンドでコンピューティング容量を提供す

るDevOpsの主要機能で、フレキシブルなインフラと動的

なリソース割り当ての基盤を提供します。これにより、成

功への大きな障害となっている「トイル」46（手動、反復、

自動化可能なサービスの実行に直結した、永続的な価

値がない作業）を取り除くことができます。自動化され

た再現性の高いプロセスの作成が目標であることを考え

ると、IT自動化はあらゆるDevOps戦略の中核をなします。

しかし、「ポストコロナ」の世界では、継続的な学習と改

善の必要性から、これまで以上に自動化が重要になって

いくでしょう。COVID-19により、プロセスを合理化して人

間への依存を減らす必要性が高まり、組織は、クラウド

AIと機械学習サービスから次のレベルの価値を模索する

ことを余儀なくされています。さらに、新しい取り組みとし

て、自動プロビジョニングやゼロダウンタイムデプロイでIT・

開発業務をさらに自動化・合理化する新しいインフラの

ためのクラウドネイティブアプリケーションや、リスクや変動

性をより簡単に管理するマイクロサービスアーキテクチャな

どを考えてみるのもよいでしょう47。

• 従来の役割を再考する：クラウドはまた、多くの組織に

実証済みの役割を再考し、サーバーやネットワークの構築

に特化したサイロベースのドメインチームから脱却して、開

発者が安全でコンプライアンスに準拠した方法で顧客に

サービスを提供できるようにするためのクラウドサービスを提

供する、フルスタックのクラウド「プラットフォーム」チームの

設立に向けて舵を切ることを余儀なくさせています。コマ

ンド＆コントロールセンターとしてのITモデルから顧客およ

びプロダクト中心のオペレーティングモデルをITがサポート

する、顧客中心のIT-as-a-Serviceモデルへと、考え方が根

本的に変化しています。これは、一元的なサポートから組

み込み型のオペレーションへのシフトを意味します。これら

の機能により、プロダクトチームは、製品に関する目標と

目的を共有し優れた連携を発揮する、全く異なるフルス

タックチームモデルへと変化します。Eggplant Software社

の最高執行責任者であるAntony Edwards氏はこの

DevOpsの進化について以下のように述べています。「顧

客中心の開発、マイクロサービス、自動DevOpsパイプライ

ンを組み合わせることにより、開発者の役割はコーディング

に焦点を当てたものではなく、プロダクトやサービス設計に

焦点を当てたものになっていきます。この進化は、CADツー

ルによってアーキテクチャがどのように材料工学から設計へ

と移行したかを映し出しています。」48 Flexeraの調査では、

73%の企業がクラウド、マイクロサービス、およびAPIテクノロ

ジーに精通した中央クラウドチームまたはクラウドセンターオ

ブエクセレンス（CCoE）49を有していると報告しています。

プラットフォームチームの設立に加え、アーキテクトが組織内

で昇格し、相互接続されたテクノロジーやデバイスの普及

に伴う多面的なビジネス課題を解決しています50。

COVID-19により、製造業／消費者向けのパッケージ商品、

ヘルスケア、教育、旅行・接客、および中央・地方政府

は、従来のサプライチェーンの破壊を目の当たりにしていま

す。これにより、アーキテクトは、企業と連携して、次世代

のサプライチェーンに向けて組織のアジリティを向上させる

新たなソリューションを構築するためのまたとない機会を得

ています。

• エンドツーエンドDevOpsの兆し：組織は、環境の如何を

問わず、「シフトレフト」のDevOps戦略を推進し続け、イン

フラを超えてシフトし、DevOpsをうまく活用して一貫したビ

ルドや自動化テストを実現しています。取り組みが進んで

いる組織は、 DevSecOpsを採用して、開発オペレーショ

ン全体のセキュリティ統合、つまり、開発設計プロセスへの
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次なる未開拓分野は、オペレーション、ガバナンス、および

顧客サポートをいかにシフトレフトするかです。これらの分

野に取り組むために、最近シリーズAラウンドで1500万米

ドルの資金調達を行い、自動化されたクラウドコンプライ

アンスを提供しているConcourse Labs社などの企業が出

現しています。このプラットフォームは、記録システム（企

業ポリシー、ID、クラウドの利用履歴を含む）を使って

ベースラインと予測を生成し、異常動作の検出や、提案

された修復ガイドラインを用いたアプリケーションリリースの

テストを行います54。

取り組みが進んでいる組織
は、DevSecOpsを採用して、
開発オペレーション全体のセ
キュリティ統合、つまり、開発
設計プロセスへのセキュリティ
統合を実現しています

クラウド対応ワークンフラの未来
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セキュリティ統合を実現しています。「基本的に、セキュリ

ティは設計上の制約になります。シフトレフトのパラダイム

では 、（中略）セキュリティはボルトオン（追加）する

のではなくソフトウェアに組み込まれる必要があります」と

Intuit社のDevSecOps担当リーダー兼ディレクターである

Shannon Lietz氏は言います。「シフトレフトするには、誰

もがコラボレーションの方法を知り、状況を十分に理解し

て、ソフトウェアの安全性を確保する必要があります」と同

氏は続けます51。オーストラリアの通信会社であるTelstra

社は、開発者の間でセキュアコーディングのスキルが

20~30%向上したと述べています52。 また、毎年State of

DevOps Report を作成しているPuppet社のシニアディレク

ター、Alana Brown氏は次のように述べています。

「DevSecOpsは単に一部のセキュリティテストをシフトレフ

トしているだけだという大きな誤解があると思います。決し

てそうではありません。DevSecOpsは、これらすべてのチー

ムがどのように協力し、どのようにコラボレーションするかを

根本的に変えることを意味します。（中略）コラボレー

ションが本当に重要であり、それがより良い結果へとつな

がるのです。」53



C
変化するビジネスや労働力のニーズにより適切

に対処することのできるクラウドへの移行を加速

せざるを得なくなりました。マルチクラウドソリュー

ションやハイブリッドクラウドテクノロジーの戦略は、

すでにクラウドを利用している企業にとっては標

準的な戦略であり、ビジネスの柔軟性を向上で

きることから、今後も導入が増加することが予

想されます。

最後に、働き方が根底から変化したことにより、組織はコラボ

レーションを促進し分散した世界に新たなアプローチを導入す

るDevOpsのベストプラクティスを強化するようになりました。組

織は、アジャイル開発の強化、バーチャルコラボレーションにお

けるChatOpsの採用、シフトレフトし続けるDevOpsプロセスの

自動化、IT-as-a-Serviceの運用モデルをサポートするための新

たな役割への挑戦を模索していくことになるでしょう。このマル

チクラウドソリューション、フェデレーションセキュリティ、分散型の

DevOpsを組み合わせることで、仮想ビジネスインフラを機能さ

せるために必要な、クラウド対応ワークインフラの未来を創り

出すことができるでしょう。
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結論：次なる未開拓分野は私たちの

手に委ねられています

クラウドの複雑さに対処するための次なる未

開拓分野は、ツール、ソフトウェア、テクノロジ

ーを適切に組み合わせたマルチクラウドソリュ

ーションを開発して、クラウドサービスを管理し、ビジネスアプリ

ケーション（バーチャルデータセンターにおけるオーケストレーショ

ンデータからAIOpsの導入まですべて）を実現すること、という

ことになるでしょう。これらの異種ITインフラでは、消費の変化

が見られ、クラウドはその柔軟性から、好ましいソリューションと

なってます。それと同時に、クラウドは、サイバー攻撃のターゲッ

トとなる新たなアクセスポイントと大きな攻撃対象領域を生

み出します。場所の変化によって境界型セキュリティが陳腐

化し、インフラ層やデバイス全体におけるセキュリティをより適

切に管理できるフェデレーションセキュリティモデルへの移行が

必要になっています。

クラウドの複雑さに対処するため
の次なる未開拓分野は、ツール、
ソフトウェア、テクノロジーを適切
に組み合わせたマルチクラウドソ
リューションを開発して、クラウド
サービスを管理し、ビジネスアプリ
ケーション（バーチャルデータセン
ターからのデータのオーケストレー
ションからAIOpsの導入まですべ
て）を実現すること、ということに
なるでしょう

仮想ビジネスインフラを機能させる

OVID-19は、仕事、労働力、職場に

劇的な影響を与え、組織は将来の

インフラニーズについて考え、絶えず
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