
ハイブリッド・インフラストラクチャを
シンプル化、保護、および拡張

クラウド可視化の 
ギャップを解消



デジタルトランスフォーメーション戦略、
カスタマーエクスペリエンスへの期待、ア
ジリティのニーズを推進力とする組織にと
って、クラウドの採用を加速させることは
緊急課題となっています。

ただし、単一のパブリッククラウド・モデ
ルで事業を運営している組織はほとんど
ありません。

旧来のオンプレミスシステム、これらの
システムに伴う技術的負債を抱えていれ
ば、大半の組織にとってハイブリッド・ク
ラウドが当面の間、事実上のアーキテクチ
ャとなるでしょう。

このモデルを競争上の利点に変えるには、
ハイブリッド・クラウド・インフラストラク
チャをシンプル、安全、スケーラブルにす
る必要があります。しかし、クラウドに拡
張できないネットワーク・パフォーマンス
とセキュリティツール、ハイブリッド・ネッ
トワークを流れるデータからの重要なコ
ンテキストがない、アプリケーションレベ
ルのテレメトリのみに依存するクラウド・
ツールを使って、これを達成することはほ
ぼ不可能です。

74% 
の組織が 

ハイブリッド・クラウド環境を所有1

1『2020 State of the Cloud Report』 Flexera



お使いのデジタルハイブリッド・インフラストラクチャにはギャップ、つまり可
視化ギャップがあります。既存のツールには、ハイブリッド・クラウド・インフラ
ストラクチャ全体の把握に必要な可視化機能が備わっていないため、このギャ
ップによってネットワークの状態を見ることが難しくなっています。

95% 
の組織が、クラウドを可視化できないせいでアプリ
ケーションの問題が発生したと回答2

2 『2019 Dimensional Research survey』



可視化ギャップの問題
オンプレミス環境用に設計されたネットワーク監視ツールとセキュリティツール
には通常、クラウド環境、アプリケーション、サービスへの可視性がありません。
同様に、エージェント/ログベースのクラウド監視ツールとセキュリティツールで
は、多くの場合、企業がオンプレミス環境とプライベートクラウド環境で頼るよう
になったネットワークやアプリケーションの詳細レベルの状態がわかりません。

その結果、可視化ギャップが生じて、ハイブリッド・インフラストラクチャ全体の
ネットワークとアプリケーションデータについて、明確で包括的な一貫したビュ
ーがないままとなります。このギャップによって、次のような課題が生じ、組織の
デジタルトランスフォーメーションプロセスが鈍化または失速する可能性があり
ます。

カスタマーエクスペリ 
エンスの低下

クラウド移行のリスク コストと複雑さの増加セキュリティの盲点
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クラウド移行のリスク
クラウドでのワークロードの移行や再
構築は、デジタルイノベーションにとっ
て必要不可欠ですが、複雑さとコスト
も伴います。ハイブリッド・クラウド・
ネットワーク全体を適切に可視化でき
ないと、多くのセキュリティ、コンプラ
イアンス、パフォーマンスの課題が発
生して、デジタル戦略が失敗するかも
しれません。

コストと複雑さの増加
ハイブリッド・インフラストラクチャ
を採用すると複雑さが生じ、その複
雑さからコストが生じます。 
複数のチーム、複数のツール、これら
のツールを提供する複数のエージェ
ント、これらすべてが相まって、コスト
の高い帯域幅とCPUキャパシティを
使用する不要なネットワーク・トラフ
ィックが発生します。

カスタマーエクスペリ 
エンスの低下
ハイブリッド・インフラストラクチャ
全体を包括的に把握できないと、
カスタマーエクスペリエンスの問題
を解決することが難しくなります。
クラウド・ツールでは通常、コンテ
ナ間の通信や管理対象外デバイス
などからの、ネットワークに流れて
いるデータの知見を得られず、アプ
リケーション・パフォーマンスの低
下を招きかねません。

セキュリティの盲点
アプリケーションのログとトレース・フ
ァイルに依存することで、セキュリティ
の全体像が得られない可能性があり
ます。ログとファイルの計測機能は開
発者によってさまざまであり、ロギン
グレベルは、パフォーマンスとセキュ
リティ間のトレードオフでCloudOps
によって最小限になることがほとんど
です。
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は、直感的で実装しやすく、容易な管
理を実現する単一インタフェース、プ
ログラムの調整を図れるAPIを備えて
いなければなりません。

ハイブリッド・ネットワーク全体で起こっていることす
べてを確認でき、このクラウド可視化ギャップを解消で
きたらどうでしょうか? ネットワークの包括的な統合ビ
ューがあれば、クラウド・オペレーションのシンプル化、
保護、拡張を実現できるでしょう。

シンプル化、セキュリティ、および拡張性

必要なのは、ハイブリッド・クラウド・
ネットワーク全体にまたがる可視化ソ
リューションです。このソリューション
があれば、ハイブリッド・インフラスト
ラクチャ全体の状況が明確かつ包括
的に、一貫して可視化されるため、パフ
ォーマンスやセキュリティのリスクにつ
ながる盲点が解消されます。

包括的に可視化することで、コアから
クラウドまで、ネットワーク・インフラ
ストラクチャ全体を掌握できます。可
視化ソリューションがハイブリッド・ク
ラウド・インフラストラクチャ全体の正
確な状況を示す重要なコンテキストを
伝え、セキュリティとパフォーマンスの
管理を向上させるには、ネットワーク、

メタデータ、アプリケーションレベル
の知見を提供できる必要があります。
さらに、オンデマンドでスケールアップ
とスケールアウトを容易に行うには、
可視化機能を“コードどおりに”（自動
的に）実行することが必要です。

真のハイブリッド・クラウド可視化ソ
リューションとは、管理対象かどうか、
オンプレミスまたはクラウドかに関係
なくあらゆるネットワークソースから
のデータにアクセスして集約、変換、
分析して、ツール、データストアなどあ
らゆるところに送信できるソリューシ
ョンです。 包括的なソリューションと

真の可視化ソリューションを使
用すれば、可視化ギャップを解
消して、コアからクラウドまで、
ネットワークを掌握できます。



「US BankはGigamonを選びました。それは、物理
環境、仮想環境、クラウド環境全体を一元的に可視化
できるからです。以前は気付かなかった当行のアーキテ
クチャの状況を確認できるようになりました」

- US Bank、エンタープライズソリューション設計者のJames Scollard氏



クラウド可視化ギャップの解消で得られるビジネ
ス上のメリット4点

カスタマーエクスペリ 
エンスの向上

1
セキュリティとコンプラ
イアンスの確実な達成

2
コストと複雑さの軽減
4

クラウド移行の加速化
3

GIGAMONの
HAWKについて



1  カスタマーエクスペリエンスの向上
パフォーマンス問題の根本原因を迅速に分析して解決を早めることで、パ
フォーマンスが高く、俊敏で効率的なハイブリッド・インフラストラクチャ
において最高のカスタマーエクスペリエンスを実現します。

2  セキュリティとコンプライアンスの確実な達成
コンテナからの東西間のトラフィックや非管理対象デバイスなど、暗号化
されているかどうかに関係なく、あらゆる移動中のデータを可視化して、
包括的かつ一貫したセキュリティ体制を実現することで、ハイブリッド・ネ
ットワークの盲点を解消します。



「Telefonicaは顧客満足度を高める方法を常に探して
いますが、Gigamonと連携することで、使用パターンを
見つけ、必要に応じてサービスを調整することができま
した。Gigamonのソリューションは、弊社のカスタマー
エクスペリエンス管理のニーズにぴったりです」

- Telefonica ArgentinaのIPバックボーン/インフラストラクチャマネージャ

ー、Duncan Campbell氏

カスタマーエクスペリエンスを向上。盲点ゼロ。

TechFact：スミソニアン博物館は、ハイブリッド・クラ
ウド全体を可視化して、暗号トラフィック内などの盲点
からの保護を実現する唯一のツールとして、Gigamon
を選びました。

- TechValidate



3  クラウド移行の加速化
移行プロセスの全ステップに新たに組み込まれる可視化によってクラウド
の移行と導入を加速化し、成功率を高めながら、ハイブリッド・インフラス
トラクチャ管理のコストと複雑さも軽減できます。

4  コストと複雑さの軽減
ハイブリッド・インフラストラクチャをシンプル化することでコストを最適
化します。ネットワークにいったん接続すれば、単一画面でツールへの 
トラフィックとメタデータをさらに最適化し、エージェント、帯域幅、CPU
利用率を低減して、ハイブリッド・トラフィックの管理を改善できます。



「マレーシア最大の電力会社、Tenaga Nasional 
BerhadはGigamonソリューションを使って100万ドル
超の額を節約しながら、6か月足らずでROIを達成しま
した」

  - Tenaga Nasional Berhadのシニアマネージャー、Azril Rahim氏

クラウド可視化。コスト削減。

「Land Bank of the Philippinesは、物理環境、仮想環
境、クラウド環境全体を一元的に可視化するソリューショ
ンとして、Gigamonのソリューションに投資しました」

 

 - Land Bank of the PhillipinesのCSO、Archie Tolentino氏



比類ない柔軟な可視化を実現することで、Gigamon Hawkはハイブリッ
ド・インフラストラクチャの管理をシンプル化し、セキュリティとコンプライア
ンスのブラインドスポットを排除し、ITオペレーター向けにクラウド環境全体
を完全に可視化する機能を提供します。Gigamon HawkはAWSなど大手ク
ラウド・プラットフォームと統合して、ハイブリッド・インフラストラクチャ 
全体の統合ビューを提供します。 

Gigamon Hawk for AWSには、自動的にスケールアウトして新しいEC2イ
ンスタンスからトラフィックを取得する柔軟な可視化、ミラー化されたトラフ
ィックを複数のツールに効率的に分散する機能、ネットワークとアプリケーシ
ョンのメタデータを抽出、保存する機能などが搭載されています。

Gigamon Hawk製品は、サブスクリプション式の成長に合わせた拡張ビジネス
モデル（組み込みサポートを含む）でご利用いただけ、以下で構成されてい 
ます。 

 ▶ 可視化ノード一式：どのクラウドでも必要に応じてスケールアップとスケール
アウトが可能

 ▶ クラウド・データウェアハウス：セキュリティおよび運用分析アプリケーション
に対応

 ▶ 単一のシンプルなインタフェース：ドラッグアンドドロップ操作での管理、 
またはプログラミングによるオーケストレーション

Gigamon Hawk -  
単一の包括的なソリューション

「ハイブリッド環境をうまく運用するには、可視
化戦略を持つことが鍵になります」 

– AWSの主席ソリューション設計者、Scott Ward氏



Gigamonを選ぶ理由

千人を超える世界中のCISOを対象にForrester Researchが実施した最近の
調査によると、ITの複雑さが彼らにとって最大の課題であることがわかりまし
た。3 さらに、CIOの調査によると、この複雑さのため、予測されるデジタルエ
クスペリエンスを適切に管理することが実質的に不可能になっていることが
判明しました。4

導入や技術に対する企業の支出は、デジタルトランスフォーメーションをサポ
ートするために、積極的にクラウドへと向けられています。リスクが高く複雑

なこの工程を成し遂げるために、Gigamonが独自に提供する支援をぜひご利用
ください。

弊社は世界中の数百社のお客様を支援し、ハイブリッド・クラウド・ネットワー
クをコントロールし、可視化できるようにしてきました。 弊社のソリューション
を利用すれば、脅威の検知と脅威への対応が改善され、徹底的なデジタルトラ
ンスフォーメーションを追及する上で極めて重要なパフォーマンスとセキュリテ
ィの要件をサポートできます。

ナンバー1
マーケット・シェア

83社
フォーチュン100社のうち

4,000を超える
顧客数

10行のうち7行の
グローバル銀行で

10社のうち8社の
大手テクノロジー企業で

10機関すべての
米国政府連邦期間で

3 『Build Your Security Organization』 Forrester、Jeff PollardとPaul McKay（2019年1月31日） 4 『2020 Global CIO Report』 Dynatrace（2020年10月）



見えない商機は利用できません。 
検出できない脆弱性は排除できません。

さらに、追加予算の予定がなければ、いずれも実現できません。
それとも実現可能でしょうか? 数カ月でROIを回収しましょう。

クラウド可視化ギャップを解消する方法をもっと知りたくありま
せんか？ ぜひ、ご自身の目でお確かめください。

最後に
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