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はじめに 

 

本書は CompTIA が提供する Cloud Essentials 認定の合格を目指す方を支援

するための解説付き問題集です。 

クラウドコンピューティングの基本を中心に、ビジネスに活かすために知っておいて頂きたい

知識やスキルを紹介しています。 

認定試験の合格だけが全てではありませんが、実務で利用出来るスキルや知識を身

につけた上での合格はより皆様のキャリアの確立に繋がるはずです。 

ぜひ、本書をご活用ください。 

 

2012 年 6 月 

エミール総合学院 
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CompTIA について 
CompTIA は 1982 年に設立された、IT

業 界 内 での各 業 務 の実 務 能 力 基 準 の

認定を行う機関です。 

CompTIA 認定資格の特徴は、ベンダーニュートラルであるという点です。 

CompTIA の認定資格に求められるのは、特定の製品の知識やスキルではなく実際

の実務に必要な知識やスキルです。そのため、CompTIA の認定試験で問われるのは、

実務でよく利用される製品です。 

CompTIA の認定を受けるという事は、まさに実務をこなす、あるいは応用できる能力

があることの証明になるわけです。 

 

なぜ CompTIA か? 
CompTIA は上記のように、実際の業務能力を持っていることの認定です。各ベンダー

も認定試験を実施していますが、ひと昔前の試験ではベンダーの製品の知識や機能を

問う傾向が強く試験に合格しても、実際の現場で実務が出来ることには、余りつなが

りませんでした。そういった事もあり、各ベンダーの認定資格も実務よりの出題が多くなっ

てきました。 

CompTIA は元々がベンダーニュートラルであり、実務が中心の出題でした。そのため、

IT 業務の現場では CompTIA 認定が実務のスキル証明の手段として最適なので

す。 
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CompTIA 認定、問題の例 
それでは具体的に例を挙げて CompTIA 認定の特徴を紹介しましょう。 

問題例 

パソコンでのオフィスソフトウェアの動作が遅いようです。あなたはまず、パソコンのどの部

分のアップグレードを検討しますか。 

A.CPU 

B.メモリ 

C.ハードディスク 

D.グラフィックアダプタ 

さて、みなさんはどの答えを選択しますか?おそらく多くの方が、B を選択するのではない

でしょうか。 

はい。この問題の正解は B です。 

でも、ちょっと待ってください。B が正解ということですが、ではその他の選択肢は間違い、

ということでしょうか?A の CPU は高速なものにアップグレードすれば、当然処理速度が

向上するはずです。C のハードディスクも高速なハードディスクにアップグレードすれば処

理速度が向上します。また、D のグラフィックアダプタも、廉価なものは画面への描画が

遅いので、アップグレードすることで処理速度が向上するかもしれません。 

そうなのです、この問題ではすべての選択肢がパソコンの処理性能を向上する手段な

のです。ですから、決して間違っているわけでは無いのです。 

それでは B のメモリを選択した理由はなんでしょうか。 

メモリは不足すると仮想メモリという機能が働き、ハードディスクをメモリの一時記憶とし

て利用します。そのため、メモリ不足はハードディスクへの頻繁なアクセスになり、著しい

動作の遅延を招きます。メモリ不足はたくさんのソフトウェアを同時に動かすと起こりやす

く、大容量メモリを搭載していなければよく起こる現象です。 

そう、よく起こる現象なのです。これは経験がある、あるいはこういった傾向があることを

知っていれば、当たり前のことなのです。 

CompTIA 認定で問われる問題は、必要な知識だけを問う問題もありますが、このよ

うに実務に裏打ちされた問題や、業務の行動規範を元にした問題がよく登場します。 
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CompTIA 認定の主な種類(2012 年 6 月現在) 
下記以外にも多くの認定があります。詳しくは、下記サイトを御覧ください。 

http://www.comptia.jp/cont_certif.html 

認定資格 認定内容 

IT for Sales IT 営業を職務とされる方向けの認定試験 

Strata IT Fundamentals これから IT 関連の職務につく方の認定試験 

Cloud Essentials ビジネスにおけるクラウド導入のメリット・デメリットを判断

し運用できるスキルを証明する認定試験 

A+ PC 運用と管理を実施するのに必要な知識やスキル、

現場対応能力、業務遂行のための考え方を評価する

認定資格 

Network+ ネットワーク技術に携わる職種において、実務上共通し

て必須とされる知識やスキル、問題解決能力を評価す

る認定資格 

Security+ セキュリティの一般概念、インフラストラクチャセキュリティ、

暗号化技術などの基本知識とスキルを証明する認定

資格。 

Server+ PC サーバーのインストール、設定、トラブルシューティング

に携わる技術者を対象とした認定資格 

CompTIA 認定の受験料金(2012 年 6 月現在) 
受験 料金は変 動する可能 性があります。必 ず公 式サイトをご確認ください。また、

CompTIA 会員には割引制度もあります。 

認定資格 価格(税込) 

Strata 各科目:\9,290- 

Cloud Essentials \17,187- 

A+ 1 科目:\21,455-(※認定には 2 科目の合格が必要) 

Network+、Server+ 各科目:\30,404- 

Security+ \30,749- 
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CompTIA 認定の受験方法(2012 年 6 月現在) 
CompTIA の試験はピアソン VUE テストセンターで実施されています。 

各テストセンターで初めて受験する場合には、事前に受験者登録をしておく必要があり

ます。 

 

 

CompTIA 受験の流れ http://www.comptia.jp/cont_gaiyo.html 

※リテイクポリシーについて 

同じ科目の 3 回目以降の受験は、前回の受験日から 14 日以上空ける必要があり

ます。また、合格した科目(同じ試験番号)を再度受験することは出来ません。 

 

 ピアソン VUE 

http://www.pearsonvue.com/japan/index.html  

【コールセンター】 e-mail:pvjpreg@pearson.com 

TEL : 0120-355-583 or 0120-355-173 

FAX : 0120-355-163 

電話受付時間: AM9:00～PM6:00（土日祝日、年末年始を除く） 

【FAQ】 FAQ/よくある質問 

 http://www.pearsonvue.com/japan/faqs/index.html 

 
  

各テストセンターにて 

受験者登録 

各テストセンターにて 

受験予約 

各テストセンター会場にて 

受験 
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CompTIA Cloud Essentials 試験について(2012 年 6 月現在) 
試験番号 :CLO-001 

制限時間 :60 分 

問題数 :50 問 

合格ライン :100～900 スコア、720 以上 

 

試験分野 出題比率 

第 1 章 ビジネスの観点から見たクラウドサービスの特徴 15％ 

第 2 章 クラウドコンピューティング導入によるビジネスへのインパクト 20％ 

第 3 章 技術的観点から見たクラウドのタイプ 20％ 

第 4 章 クラウドコンピューティング導入を成功に導くためのステップ 15％ 

第 5 章 クラウドコンピューティング導入による IT サービスマネジメント

への影響と変化 

15％ 

第 6 章 クラウドコンピューティングのリスクと影響 15％ 

 

 

  



はじめに 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

10 

目次 

CompTIA について ........................................................ 4 

なぜ CompTIA か? ....................................................... 4 

CompTIA 認定、問題の例 ............................................... 5 

CompTIA 認定の主な種類(2012 年 6 月現在) ...................... 6 

CompTIA 認定の受験料金(2012 年 6 月現在) ...................... 6 

CompTIA 認定の受験方法(2012 年 6 月現在) ...................... 7 

CompTIA Cloud Essentials 試験について(2012 年 6 月現在) .. 8 

第１章  ビジネスの観点から見たクラウドサービスの特徴 ...................... 13 

1.1 クラウドコンピューティングの一般的な用語と定義 ............... 14 

1.1.1 クラウドコンピューティングとは ..................................... 14 

1.1.2 クラウドの構造.................................................... 14 

1.1.3 クラウドコンピューティングの意義 ................................. 15 

1.1.4 オンプレミス(on premise) ..................................... 15 

1.2 クラウドコンピューティングと仮想化の関係 ....................... 16 

1.2.1 クラウドコンピューティングを支える仮想化技術 .................. 16 

1.3 クラウドコンピューティングの早期の例 ............................ 19 

1.4 クラウドコンピューティングの一般的な定義 ...................... 19 

1.5 クラウドコンピューティングのメリットを受ける組織 ................ 20 

1.6 クラウドコンピューティングのメリットを受けない組織 ............. 21 

1.7 XaaS、IaaS、PaaS を含めたクラウドの種類 ................. 22 

第２章  クラウドコンピューティングとビジネス上の意義 ......................... 35 

2.1 クラウドコンピューティングとアウトソーシングの類似点と相違点 ....... 36 

2.1.1 IT アウトソーシングとクラウドコンピューティングの比較 .......... 36 

2.2 クラウドとクラウドサービスについて、ビジネスの観点からの特徴........ 38 

2.2.1 スケーラビリティ ................................................... 38 

2.2.2 セキュリティ ........................................................ 38 

2.2.3 ハードウェアからの独立性 ........................................ 38 

2.2.4 変動費 ............................................................ 38 

2.2.5 製品化までの時間 ............................................... 39 

2.2.6 インターネット上での配布 ........................................ 39 



 

 

11 

2.3 クラウドコンピューティングの特徴が増強するビジネス上の価値  ........39 

第３章  技術的な観点から見たクラウドのタイプ ................................ 57 

3.1 プライベートクラウドとパブリッククラウドの技術的な観点からの違い ..........58 

3.1.1 クラウドの定義 ....................................................58 

3.1.2 プライベートクラウド ...............................................59 

3.1.3 ハイブリッドクラウド ................................................60 

3.1.4 コミュニティクラウド ................................................60 

3.1.5 クラウドエコシステムとクラウドファクトリー .........................60 

3.2 クラウドコンピューティングの配備に必要な技術と手法について ........61 

3.2.1 ネットワーキング ...................................................61 

3.2.2 オートメーションとセルフサービス ...................................61 

3.2.3 フェデレーション ....................................................62 

3.2.4 標準化の役割 ....................................................62 

3.2.5 クラウドサービスの管理ツール .....................................62 

3.3 クラウドコンピューティングにおける技術的な課題やリスク ........63 

3.3.1 クラウドストレージ .................................................63 

3.3.2 アプリケーションのパフォーマンス ..................................63 

3.3.3 データ統合 ........................................................64 

3.3.4 セキュリティ ........................................................64 

3.4 クラウドコンピューティングがアプリケーションアーキテクチャと 

 アプリケーション開発プロセスにもたらす影響について ............64 

第４章  クラウドコンピューティングの導入を成功させるステップ ................ 81 

4.1 クラウドコンピューティングサービス導入の成功をもたらす一般的なステップ .....82 

4.1.1 試験導入の選定基準を理解する ................................82 

4.1.2 SaaS、PaaS、IaaS の配備を組織の目標に関連付ける ......82 

4.2 クラウドコンピューティングベンダーの役割および能力と、 

 ベンダー各社への依存性 .........................................83 

4.3 クラウドのメリットを実現する際に求められる組織的機能について ......84 

4.3.1 クラウドコンピューティングを導入する組織で必要なスキル .......84 

4.3.2 不可欠な成功要因 ...............................................84 

第５章  クラウドコンピューティングによる IT サービスマネジメントへの影響と変化 ... 97 

5.1 一般的な組織においてクラウドコンピューティングが 



 

 

12 

 IT サービスマネジメントにもたらす影響と変化 ................... 98 

5.1.1 サービス戦略 ...................................................... 98 

5.1.2 サービスの設計 ................................................... 98 

5.1.3 サービスの移行 ................................................... 98 

5.1.4 サービスの運用 ................................................... 99 

5.1.5 継続的サービス改善 ............................................. 99 

5.1.6 クラウドコンピューティングにおける IT サービスマネジメント ...... 99 

5.2 ITIL に基づく構造的なアプローチを用いて、 

 自社におけるクラウドコンピューティングの影響の可能性を探る ..... 100 

第６章  クラウドコンピューティングのリスクと影響 ............................. 115 

6.1 コンプライアンスリスクと規制に関する既存の枠組みに 

 クラウドコンピューティングを統合する際の問題点を特定する . 116 

6.1.1 セキュリティ関連法規、コンプライアンス、プライバシーリスク ... 116 

6.2 直接経費と原価配分に対する関わり .......................... 117 

6.3 戦略上の柔軟性をどのように維持するか ...................... 117 

索引と付録 ........................................................................... 133 

索引   .............................................................. 134 

付録 用語集 ............................................................ 136 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 

 
 

第１章  

ビジネスの観点から見た 

  クラウドサービスの特徴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この章の試験範囲 

 
1.1 クラウドコンピューティングの一般的な用語と定義 ................14 

1.2 クラウドコンピューティングと仮想化の関係 .......................16 

1.3 クラウドコンピューティングの早期の例 ............................19 

1.4 クラウドコンピューティングの一般的な定義 .......................19 

1.5 クラウドコンピューティングのメリットを受ける組織 .................20 

1.6 クラウドコンピューティングのメリットを受けない組織 ..............21 

1.7 XaaS、IaaS、PaaS を含めたクラウドの種類 ..................22 

 

この章ではビジネスにおけるクラウドサービスの特徴

を学びます。 

ビジネスに活用するために、クラウドサービスがどの

ような特徴を持っているかを見ていきましょう。 
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1.1 クラウドコンピューティングの一般的な用語と定義 
このセクションでは下記のキーワードを中心としたクラウドコンピューティングをビジネスに活

用するために必要な用語や定義を学びます。 

 

1.1.1 クラウドコンピューティングとは 
クラウドコンピューティングとは、インタ

ーネットを基盤とするコンピュータの

利用形態です。ユーザーはインター

ネットを利 用して様 々な機 能をサ

ービスとして利用します。ユーザーに

はインフラストラクチャの部分は見え

ず、これを雲(クラウド)に見立てて

クラウドコンピューティングと呼んでい

ます。 

クラウドコンピューティングという言葉

は 2006 年に当時 Google の CEO エリック・シュミット氏がエッセイで利用したのが初め

てとされています。 

クラウドコンピューティングとは技術ではなく、利用形態であるためネットワーク経由でサー

ビスを利用する事自体は従来から存在していました。1991 年頃からインターネットに

登 場 した ASP(Application Service Provider)や SaaS(Software as a 

service)がそれにあたります。 

1.1.2 クラウドの構造 
前項でも述べたように、クラウドコンピューティングは

あくまで利用形態であり技術ではありません。そのた

め、クラウドコンピューティングに明確な規格というも

のは存在しません。しかし、クラウドコンピューティング

をビジネスで活用するためにはその仕組(構造)を

理解しておく必要があるでしょう。クラウドコンピュー

ティングの階層は右の図のようになります。この図か

クラウドコンピューティング、仮想化、XaaS、SaaS、PaaS、IaaS 

 

キーワード 
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らもわかるように、クラウドコンピューティングを構成している要素はこれまでのコンピュータ

の利用形態と変わりありません。クラウドコンピューティングを実装するための構造は、イ

ンフラストラクチャ、プラットフォーム、アプリケーションの 3 つです。 

1.1.3 クラウドコンピューティングの意義 
クラウドコンピューティングの技術はこれまでと変わりないことはご理解いただけたと思いま

す。では、なぜ今クラウドなのでしょうか? 

クラウドにおいても従来のコンピュータの利用方法と同じく、コンピュータ、OS、ソフトウェ

アを利用しています。これまでと大きく違う点は、クラウドではサービスの利用に焦点をあ

わせている点です。 

ユーザーはクラウドの内部を一切気にすること無く、サービスを利用する事ができます。 

つまり、どのようなコンピュータを利用しているか、どのような OS を利用しているかなどは知

らなくても良いわけです。 

純粋に利用したいサービス(機能)だけに着目すれば良いのです。 

1.1.4 オンプレミス(on premise) 
クラウドコンピューティングを利用せず、自社でハードウェア・ソフトウェアを調達する形態

を、クラウドコンピューティングと区別するためにオンプレミスと呼んでいます。 
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1.2 クラウドコンピューティングと仮想化の関係 
クラウドコンピューティングの技術には多くの場合、仮想化技術が利用されています。仮

想化技術を利用しなくても、クラウドコンピューティングを実現できますが、コスト面を考

えると仮想化技術は半ば必須となっています。 

1.2.1 クラウドコンピューティングを支える仮想化技術 
仮想化とは一般的に、物理的なコンポーネント

を複数の論理的なコンポーネントに分割して利

用する技術です。例えば、単一の物理サーバー

上に複数のサーバーを構成する仮想化をサーバ

ー仮想化と呼んでいます。 

仮想化技術と一言に言っても様々な種類があ

ります。ここでは、仮想化技術の種類について

紹介します。 

 サーバーの仮想化 

仮想化技術の中でも、もっともよく利用されている技術です。単一の物理サーバ

ー上に複数の論理サーバーを構成します。このように構成することにより、今まで稼

働していた多くの物理サーバーを少ない台数に統合する事ができ、省スペース、省

電力などのメリットが生まれます。 

クラウドコンピューティングで利用されているサーバーの多くは、サーバー仮想化によっ

て構成されています。例えば、これまでのレンタルサーバーやホスティングといったサー

ビスは、契約する顧客毎に物理コンピュータを用意する必要があったため、金額面

においても非常に高価なサービスでした。しかし、サーバー仮想化を利用する事で、

単 一 の物 理サーバーに複 数のサ

ーバーを構築することができるため、

コストを大幅に下げる事ができるよ

うになりました。また、ユーザー1 人

あたりの価格を抑えてレンタルサー

バーが利用できる VPS(Virtual 

Private Server)というクラウドサ

ービスも提供されています。 

  

物理コンピュータ

ハイパーバイザー
Vmware ESX、Hyper-V、Xenなど

仮想サーバー
(ゲストOS）

仮想サーバー
(ゲストOS）

仮想サーバー
(ゲストOS）
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 サーバー仮想化の実装技術 

サーバーの仮想化は、オンプレミスでもよく利用されています。サーバーの仮想化にはハ

イパーバイザーと呼ばれるシステムを使います。このハイパーバイザーには、OS 上で動

作するタイプと、ハードウェアの上で直接動作するタイプがあります。 

また、仮想化する対象の OS をゲスト OS と呼び、特に何も修正を加えず動作させる

仮想化を完全仮想化、性能を向上させるためにゲスト OS に修正を加える仮想化

を準仮想化と呼んでいます。 

サーバー仮想化を実現する方法としては、Microsoft Hyper-V、VMware ESX、

Xen などがあります。 

 仮想サーバーの管理方法 

仮想サーバーは物理サーバーを共有し、イメージ単位で管理されます。サーバーの管

理は専用の管理ツールで行われ、適切な権限を持った資格情報を利用します。 

 ストレージの仮想化 

通常、ハードディスクなどのストレージはそのハードウェアの最大容量までデータを保

存する事ができます。しかし、RAID などの技術を利用すれば、複数のディスクを統

合することができ、1TB を 2 台組み合わせて RAID 0 のストレージを構成すれば、

2TB のディスク領域を作成する事が可能です。利用する OS から見れば、この

RAID で構成されたディスクは通常のディスクになるわけです。 

ストレージの仮想化では、このような RAID ディスクをさらに論理的に統合していく

ことで、仮想的なディスクとして扱うわけです。このようにすることで、容量の拡張が

できるわけですが、その他にも容量の活用効率を上げる効果もあります。例えば、

ファイルサーバーを 2 台構築した場合は、ユーザーの利用傾向によりどちらか一方

のサーバーにデータの保存

が偏 る可 能 性があります。

しかし、ストレージの仮想

化 を利 用 するとデータの

保 存 先 はシステムにより

効率的に決定されるため、

各ディスクの容量 は適切

に活 用 される事 になりま

す。 
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 ネットワークの仮想化 

古くから利用されているネットワークの仮想化として、ネットワークスイッチの VLAN

があります。VLAN を利用すると、1 台の物理 L2 スイッチで複数の LAN セグメン

トを構成できます。物理的なケーブルの接続を変更する事なく、ネットワークの構

成を変更できます。 

他にも、スイッチとルーターを統合した機器や、サーバーの仮想化に組み合わせて

ネットワークアダプタの仮想化などがあります。 

特にクラウドコンピューティングでは、ネットワークが複雑にならないようネットワークの

仮想化が利用されています。 
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1.3 クラウドコンピューティングの早期の例 
ここまでも述べてきたようにクラウドコンピューティングという呼び名が登場したのは 2006

年です。しかし、それまでもクラウドコンピューティングの形態はすでに登場していました。 

1999 年に提供が開始されたセールスフォース・ドットコム(Salesforce.com)は、本

格的な SaaS タイプの最初の CRM アプリケーションサービスとされています。 

また、2006 年には Amazon.com が Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)

のパブリックベータの提供を開始しました。これは後の 2008 年に正式版となりました。 

Amazon EC2 はクラウドサーバーを提供するサービスで、ユーザーはこのサーバー上で

アプリケーションを作成し動作させることができました。 

2008 年には、Google が Google App Engine(GAE)の一般提供を開始しました。

これは Web アプリケーションを Google のインフラストラクチャ上に作成し、実行する事

ができるサービスです。 

このようにインターネットビジネスを推進している企業によって早期からクラウドコンピューテ

ィングのサービスは提供されていたのです。 

1.4 クラウドコンピューティングの一般的な定義 
クラウドコンピューティングについていろいろ紹介してきましたが、ここで改めてクラウドコンピ

ューティングの一般的な定義について見てみましょう。 

通常の利用形態では、必要なアプリケーションをクライアント側のコンピュータに用意する

必要があります。しかし、クラウドコンピューティングではこういった機能は提供側(クラウド

サービスプロバイダー)のシステムとして準備され、利用者は最低限の接続環境さえあれ

ば良いことになります。 

ユーザーは、コンピュータ、携帯情報端末(携帯電話、スマートフォン、ノート PC など)に、

Web ブラウザ、インターネット接続環境を準備すれば良い事になります。 

Web サービスの技術は標準化が進んでおり、標準的な Web アプリケーションであれば

多くのクライアントに対応することができます。 

クラウドコンピューティングは以上の方法で、サービスを利用して、そのサービス料金を支

払います。多くの場合、クラウドサービスでは期間とユーザー数によって料金を支払いま

す。 

オンプレミスの場合は、サーバーやアプリケーションの購入、管理・維持に費用がかかりま

すが、クラウドコンピューティングでは一切かからない事になり、コストを削減する事ができ

ます。  
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1.5 クラウドコンピューティングのメリットを受ける組織 
クラウドコンピューティングは、実際にどのような組織に向いているのでしょうか?ここでは、

メリットを確認し、どのような組織がクラウドコンピューティングを利用すべきか考えてみまし

ょう。 

 ハードウェア、ソフトウェアの購入の必要がない(大規模な初期投資が不要) 

オンプレミス型でシステムを構成すると、ハードウェアやソフトウェアの購入が発生す

るため、大きな初期投資が必要となります。 

クラウドコンピューティングでも、初期費用が必要なサービスもありますが、インフラス

トラクチャの整備に必要な投資額から見れば非常に微々たるものです。 

 インターネット接続可能な環境ならどこからでも利用できる 

インターネット経由で利用するため、インターネット接続が可能な場所ならどこから

でも利用や管理が可能です。 

 すぐに利用できる 

多くの場合、申し込み後すぐに利用できます。 

 拡張性が高い 

必要に応じて、利用する機能の拡張が簡単に行えます。 

 後からでも構成変更が可能である 

オンプレミス型は、後から構成を変更したり、拡張することが困難です。しかし、クラ

ウドコンピューティングは、後から機能を拡張・縮小することが簡単に行えます。 

 ユーザー単位で購入できる 

必要なユーザー単位で購入できるため、ユーザー数に応じて必要な分だけの予算

で済みます。 

クラウドコンピューティングはシステムを利用するユーザー数が一定しない企業や、機能

の変更を柔軟に行いたい組織に特にメリットがあると考えてよいでしょう。 
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問題1 

クラウドコンピューティングの特徴は次のうちどれですか? 

 

A. クラウドコンピューティングは、通常オープンなインターネット技術に基づいている 

B. クラウドコンピューティングは、通常 Web 技術に基づいている 

C. クラウドコンピューティングは、仮想化に比べて安価である 

D. クラウドコンピューティングは、通常 XML または JSON の技術を使用している 

 

 

問題2 

クラウドコンピューティングにビジネスユーザーが興味を持つ理由は次のうちどれですか? 

 

A. ベンダーロックインの軽減のため 

B. セキュリティの向上のため 

C. ユーザーエクスペリエンスの改善のため 

D. コンプライアンスの問題を低減するため 

 

問題3 

仮想化の定義は次のうちどれですか? 

 

A. 仮想化は、アクセス可能なユーザー数を倍増し、より効率的な方法でサーバーを

構成する方法である 

B. 仮想化はハードウェアを抽象化し、ソフトウェアリソースをバックグラウンドに隠蔽す

るための技術セットである 

C. 仮想化はソフトウェアを抽象化し、ハードウェアリソースをバックグラウンドに隠蔽す

るための技術セットである 

D. 仮想化は低コストで、より効率的な方法でデータを構造化する方法である 
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問題4 

サーバー仮想化レイヤの特徴は次のうちどれですか? 

 

A. 最下層で物理的なサーバーハードウェアを共有している 

B. 仮想マシンが互いに依存している 

C. 仮想マシンがロードバランスを実行している 

D. 権限のないユーザーによる仮想マシンの使用を禁止している 

 

 

問題5 

仮想化のユニークな特徴は次のうちどれですか? 

 

A. セキュリティ機能 

B. フェデレーテッドアイデンティティ 

C. 共有ハードウェア 

D. ソーシングチャレンジ 

 

問題6 

仮想サーバーの起動プロセスに不可欠なステップは次のうちどれですか? 

 

A. 物理マシンの場所を識別する 

B. ID プロバイダーを選択する 

C. セキュリティ資格情報を選択する 

D. 実行されるアプリケーションセットを選択する 
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問題7 

クラウドコンピューティングに対して最も利点を持っているユーザーは次のうちどれですか? 

 

A. 着実にユーザー数が増加するユーザー 

B. 変化の予測が困難なユーザー 

C. ユーザー数が決まっているユーザー 

D. 時期により数が異なるユーザー 

 

 

 

問題8 

軍事施設がクラウドコンピューティングを採用することができない要因は次のうちどれです

か? 

 

A. 機密性と高度運用の保証 

B. 関連付けコストとインフラニーズ 

C. 絶えず変化する予測不可能なワークロード 

D. 日常的なデータとアクセシビリティのニーズの変化 

 

問題9 

一般的に Web サービスを介してアクセスされるクラウドコンピューティングは次のうちどれ

ですか? 

 

A. IaaS 

B. PaaS 

C. SaaS 

D. 上記のいずれでもない 

  



第１章 ビジネスの観点から見たクラウドサービスの特徴【練習問題：解説】 

 

29 
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問題 1 解説 

答え A 

クラウドコンピューティングは、インターネット経由でサービスを利用する形態です。 

B. 多くのサービスは Web 技術ですが、インターネット経由で利用するのがクラウドなの

で、Web 技術に限定はされません。 

C. 利用の仕方で価格は変わるので、仮想化とクラウドのどちらが安価になるかは単純

に比較は出来ません。 

D. インターネット経由で利用する事がクラウドコンピューティングの定義なので、特定の

技術に限定されているわけではありません。 

 

問題 2 解説 

答え C 

クラウドコンピューティングは、ユーザーにサービスを提供する形態です。インターネット経

由で一定の環境があればどこからでも利用する事ができます。 

A. ベンダーロックインとは、特定のメーカーでシステムを揃えてしまう事で、そのシステムが

独自規格のシステムであるとシステムの移行や連携が困難になってしまいます。 

クラウドコンピューティングでも、クラウドプロバイダーが標準的な規格を採用していな

いと、同じ状況になりえます。 

B.クラウドコンピューティングでは、データは全てクラウドプロバイダー側に格納されるため、

プロバイダーの SLA によっては、セキュリティは不安要素となりえます。 

D. クラウドコンピューティングでは、セキュリティ問題の不安要素などがあるため、コンプラ

イアンスの問題低減にはなりません。 
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問題 3 解説 

答え C 

仮想化はハードウェアの見せ方を変えてユーザーに利便性をもたらします。 

A. アクセス可能なユーザー数は、物理的なハードウェアやネットワークの性能に依存し

ます。 

B. 隠蔽するのはハードウェアリソースです。 

D. データを構造化する方法は、例えば XML といった規格です。また、仮想化が必ずし

も低コストになるとは限りません。 

 

問題 4 解説 

答え A 

サーバー仮想化では、ハードウェアを共有し複数のサーバーを稼働させます。仮想化と

は、複数のコンポーネント（サーバー仮想化ではサーバー）を、抽象化し 1 つの物理サ

ーバー上で動作させる技術です。 

 

問題 5 解説 

答え C 

仮想化はハードウェアを共有する事で実現します。 

A. セキュリティ機能は仮想化だけの特徴ではありません。 

B. フェデレーションとは、複数の ID(アイデンティティ)を管理するシングルサインオンの機

能です。 

D. ソーシングチャレンジ(調達依頼)は、クラウドの特徴の一つです。 
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問題 6 解説 

答え C 

仮想サーバーを起動するには適切な権限を持っている必要があります。 

A. 仮想サーバーの起動で、物理マシンの場所を知る必要はありません。 

B. ID はクラウドプロバイダーより発行されます。 

D. 実行するアプリケーションセットは仮想サーバーの起動後に行います。 

 

問題 7 解説 

答え B 

クラウドコンピューティングの特徴は、必要に応じて購入数や機能を柔軟に変更できる

点です。ユーザー数が一定しない組織には特に利点があります。 

A、C、D.  

利用するユーザー数が予測できる場合は、システムの実装の規模も想定できるため

容易にコストなどを算出することが可能です。そのため、オンデマンドで利用するクラ

ウドの特徴を必ずしも活かせるとは限りません。 

 

問題 8 解説 

答え A 

軍事施設では、多くの機密情報を扱うため、システムの信頼性は不可欠です。現在

のクラウドコンピューティングはこの点に不安が残っています。 

 

問題 9 解説 

答え B 

PaaS では、Web アプリケーションで利用できる機能を提供します。これは Web サービ

スや Web API と呼ばれています。 

 

  


