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オープンソース コンテナコード

への貢献

多数のオープンソース

プロジェクトのビルド

オープンソース コミュニティの

リーダーシップ
継続的なパートナーと

顧客の成長へ寄与

良いものを受け入れる｜実現のスピードを重視｜アクションを起こす

※本日もマイクロソフトの複数の部門のメンバーが関与しています



Kubernetes 

10x
Kubernetes on Azure 

usage grew 10x 

5x
Kubernetes on Azure 

customers grew 5x 

Last 12 months



https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/aks/best-practices

クラウド導入フレームワークにおける Kubernetes
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/cloud-adoption-

framework/innovate/kubernetes/



ハイブリッド環境でコンテナーを実行する
https://docs.microsoft.com/ja-

jp/azure/architecture/hybrid/hybrid-containers

Kubernetes クラスター向けの

Azure Arc ハイブリッド管理とデプロイ

https://docs.microsoft.com/ja-

jp/azure/architecture/hybrid/arc-hybrid-kubernetes







・・・ 開発と実稼働を場所非依存に

・・・ コンプライアンス、リアルタイム処理、データ転送ロス削減
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マルチクラウド オンプレミス エッジ



マルチクラウド オンプレミス エッジ



マルチクラウド オンプレミス エッジ



マルチクラウド オンプレミス エッジ

とにかく

頑張ってみる

スーパーマンに

期待する

”最適なソリューション“を

”うまく“ 活用する

(プロセスを整備)



Azure Arc
Any hardware

マルチクラウド

オンプレミス

エッジ



Azure Arc を介してオンプレミスおよびマルチクラウドなシステムを Azure から管理

組織化, インベントリや監視

ガバナンスとセキュリティ

ロールベース管理の簡素化

物理, 仮想化, Windows, Linux

組織化, インベントリや監視

ガバナンスとセキュリティ

既存の SQL サーバーでの仕様

SQL on Windows or Linux サーバー

Azure Arc enabled servers Azure Arc enabled SQL Server

Now Available Now in public preview

組織化, インベントリや監視

ガバナンスとセキュリティ

ポリシーによる制御や更新

GitOps ベースのゼロタッチ展開

Azure Arc enabled Kubernetes

OpenShift

AKS on Azure 

Stack HCI

Public preview

AWS Linux 2



Azure Arc





任意のハードウェア、任意の Kubernetes

Azure Arc enabled 
PostgreSQL Hyperscale

Now in preview
Azure Arc enabled 
SQL Managed Instance

Now in preview

Azure Arc を使用して、オンプレミス、マルチクラウド、エッジに Azure データ サービスを提供する

卓越した
セキュリティ

高度なデータ セキュリティ

Azure ポリシー

ロールベースのアクセス制御

柔軟にスケール

数秒で展開

スケールアップ、スケールアウト

大規模なオートメーション

常に最新

自動更新

常に安全な SQL

ハイパースケールオンプレ

クラウド課金

オンプレミスでのクラウド課金

コスト効率

統一的な管理

使い慣れたツールを使用して

オンプレミスとクラウドを

単一ビューに



✓

✓

✓

✓

Azure Arc enabled 

Kubernetes

is not (yet)…

Azure Arc enabled 

Kubernetes

is…





2020年12月10日(金)13:00-13:45 2020年12月11日(金)13:00-13:45

こんな方におすすめ
• PaaS を活用したクラウドのメリットを最大限に活かした開発ができる人材の育成を通じてビジネス拡大を

目指したいと考えている事業開発責任者の方

• マルチクラウド・オンプレなど異なるインフラでのアプリ運用の案件への対応を模索している経営企画の方

• 受託開発が中心のビジネスからの脱却を目指している経営者の方



Azure Arc 

Bot Cognitive IoT Edge 機械学習

Video

分析
Azure

SQL DB

Postgre

SQL

Hyper-Vマルチクラウド

シングル コントロールプレーン

IoT Device

Anomaly

Detection

業務

コンテナ

仮想マシン






