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インテル IT部門では、ハイブリッド・クラウド・モデル（パブリック・クラウドとプライベート・クラウドの
組み合わせ）は、パブリックまたはプライベート・ホスティング環境で使用するコンピューティング能
力の動的な調整を可能にし、システムの俊敏性、拡張性、効率性を高める働きがあると考えていま
す。そして、新しいサービスに対する需要が高まる中、最先端のパブリック・クラウド・プロバイダー
を利用することを計画しています。対象となるサービスは、需要が安定し、予測可能な状態になっ
た時点でプライベート・クラウドに移行することが可能です。このアプローチにより、プライベート・ク
ラウド・インフラストラクチャーを構築する際、変動する需要のピークに対応するための余裕を持た
せる必要はなくなります。

クラウド・コンピューティングのホスティングの選択肢を検討する場合、単純にコストが一番低いソ
リューションを探すのではなく、複数の要素について、その利点と欠点を比較検討しています。ビジ
ネススピード要件、機能の成熟度、そしてコストのいずれもがホスティング選択における意思決定
の一助となります（図 1を参照）。

インテル IT部門では、クラウド・コンピューティングのコストを分析するための理論的財務モデルを
開発しました。このモデルはまだ概念実証段階ですが、ハイブリッド・クラウド・ホスティング・ソリュー
ションに関連する今後のコスト削減に関する有益な情報を提供できると確信しています。

•  ハイブリッド・クラウド・モデルに
は、システムの俊敏性、拡張性、
効率性を高める効果があります。

•  ホスティングに関する意思決定時
には、コストだけでなく、ビジネス
スピードの要件と機能の成熟度
も検討しています。

•  インテルの理論的財務モデルで
は、ハイブリッド・クラウド・ホス
ティング・ソリューションをコスト削
減額の増加に関連付けています。

図 1. クラウド・コンピューティングのニーズの分析には、ビジネススピードの要件、機能の成熟度、およびコスト
が含まれています。
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背 景

インテル IT部門では、ホスティング・ソリュー
ションを必要とする新しいビジネスによって増
大するコンピューティング能力のニーズに対応
するため、新たな投資戦略を用意する必要があ
りました。必要とするコンピューティング能力と
機能とを社内で増強する、または、パブリック・
クラウド・プロバイダーにすべてをアウトソーシン
グするという選択肢も考えられましたが、最終
的に私たちが選んだのは第 3の選択肢、ハイ
ブリッド・クラウド・モデル（パブリック・クラウド
とプライベート・クラウドの組み合わせ）でした。
この柔軟なアプローチにより、パブリックまたは
プライベート・ホスティング環境で使用するコン
ピューティング能力を動的に調整することが可
能となり、その結果としてシステムの俊敏性、
拡張性、効率性が高まります。

インテル IT部門では、次の主な設計戦略を確
立することによって、インテルのハイブリッド・ク
ラウド導入の迅速化に取り組んでいます。

•  自己復旧を自動的に実現できるアプリケー
ションとホスティング環境の設計。

•  予測不能な需要に自動的に対応できるハイ
ブリッド・クラウドの設計。

•  インフラストラクチャーの機能停止に対応し、
複数の場所で同時にアクティブにすることが
できるクラウド対応アプリケーションの設計。

ハイブリッド・クラウド・モデルの開発では、パブ
リック・クラウド環境とプライベート・クラウド環
境のさまざまなトレードオフを考慮した上で、複
数の観点から最適なソリューションとなる組み
合わせを選択する必要がありました。

ハイブリッド・クラウド・コンピュー
ティングに関する考慮事項

自動化された大規模なハイブリッド・クラウド・
インフラストラクチャーへの転換のスピードアッ
プを目指すインテル IT部門では、新しいサービ
スに対する需要が高まる中で、最新のテクノロ
ジーとサービスレベルを備えたパブリック・クラ
ウド・プロバイダーを利用することを決定しまし
た。対象となるサービスは、需要が安定し、予
測可能な状態になった時点でプライベート・ク
ラウドに移行することが可能です。このアプロー
チにより、プライベート・クラウド・インフラストラ
クチャーを構築する際、変動する需要のピーク
に対応するための余裕を持たせる必要はなくな
ります。

クラウド・コンピューティングのホスティングの
ニーズを分析する場合、コストだけに目を向け
るのではなく、ビジネススピード要件と機能の
成熟度も検討の対象とします。例えば、あるパ
ブリック・クラウド・プロバイダーが別のプロバイ

ダーよりもコスト面で割高だとしても、パフォー
マンス、信頼性、またはセキュリティーの強化な
どの追加機能で優れているならば、対象となる
サービス全体にとっては理想的な選択肢とな
る可能性があります。あるいは、ホスティングを
アウトソーシングすることでコストを抑えられる
としても、対象となるサービスが最高レベルの
セキュリティーを必要とするならば、エンタープ
ライズ・プライベート・クラウド上でそのサービス
をホストすることが必要だと判断される場合も
あります。

ビジネススピード
「開発者が革新的なアイデアから実稼動サービ
スを 1日以内に構築できるようにする」という目
標を掲げるインテル IT部門は、すべてにおいて
スピードを重視しています。ビジネス環境では
スピードへの要求が日々増加し、インテル社内
では、オンデマンドのセルフサービスがサービ
スとしてのコンピューティング・インフラストラク
チャーの標準になっています。IT部門は、セル
フサービスのより高度な利用用途の実現に継
続的に取り組んでいます。そして、クラウド実装
の次のフェーズでは、多数の仮想マシン（VM）
を数分以内にプロビジョニングし、ボタンのワン
クリックまたは 1回の API呼び出しで完全なア
プリケーション環境を提供できる弾力性のある
基盤の実現を目指しています。

IT部門では、Platform-as-a-Service（PaaS）
の導入も進めてきました。これにより、ソフトウェ
ア開発者は基盤となるインフラストラクチャー
の複雑さを気にすることなく、コードの作成に注
力できるようになります。さらに、ソリューション
の機能とコンピューティング能力を強化するた
めに、プロビジョニング時のソーシングの決定
と実行時の需要のピークに自動的に対応でき
るホスティング・ソリューションに焦点を合わせ
ています。

機能の成熟度
インテル IT部門にとって、パブリック・クラウド・
プロバイダーは、Open Data Center Alliance
のクラウド成熟度モデルの基盤でもある以下の
コア機能を提供する必要があります。1

•  フェデレーション：フェデレーションとは、ユー
ザーの IDとプロファイルを安全に共有できる
ID/アクセス管理ソフトウェアの機能を指しま
す。これにより、特定の組織内のユーザーは、
クラウドごとに資格情報を個別に生成しなく
ても、複数のクラウドにあるリソースを使用で

きるようになります。フェデレーションにより、
IT部門は ID、承認、およびセキュリティー確
認プロセスをワンセットで管理することが可能
となります。ユーザーの観点から見ると、この
機能によってシステムおよびアプリケーション
とのシームレスな統合が実現します。

•  相互運用性：相互運用性には 2つの主要な
概念があります。1つ目の概念は、クラウド環
境で同時に実行されている 2つのアプリケー
ションを接続できることであり、もう1つは、ク
ラウド間でアプリケーションを簡単に移植で
きることです。これらの概念はいずれも、サプ
ライヤーの固定化を最小限に抑えながら、動
的ビジネスモデルの弾力性のある運用と柔
軟性を実現する、サービスのオーケストレー
ションと管理の標準メカニズムを使用するこ
とを必要とします。

•  オープン・スタンダード：「オープン」という
語はソフトウェアと規格の両方を指します。
オープン・ソース・ソフトウェアは、活気に溢
れた多彩なコミュニティーによって支援され、
変更も頻繁に行われます。こうした頻繁な更
新サイクルを通じて、パフォーマンスや効率
性の向上をもたらす最新機能の利用が可能
になります。エンドユーザーは、共通の API
や抽象レイヤーを使用することで、ビジネス
要件を満たすさまざまなプロバイダーのクラ
ウドサービスを速やかに利用することができ
ます。クラウド導入のメリットを最大化するた
めには、ソフトウェアは、オープンソースでは
なくてもオープン・スタンダードに準拠してい
る必要があります。

インテル IT部門では、ホスティングに関する意
思決定時に、セキュリティー機能と健全性監視
機能も考慮しています。

•  セキュリティー：選択するパブリック・クラウド・
プロバイダーは、データと知的財産を保護で
きるさまざまなセキュリティー機能を備えてい
る必要があります。セキュリティーを強化でき
る一部のテクノロジーには、VMと個々のネッ
トワーク /サーバー管理業務を分離するプラ
イベート仮想 LANが含まれています。

  インテル® アーキテクチャーは、インテル® トラ
ステッド・エグゼキューション・テクノロジーや
インテル® AES New Instructionsなどで提
供されるハードウェア支援型のセキュリティー
によって、安全な仮想化機能を提供します。
インテル IT部門は、クラウドのセキュリティー
を強化できるデータ匿名化についても調査を
続けています。

•  エンドツーエンドの健全性監視：インテル
IT部門は可用性を重視しているため、健全
性の監視はハイブリッド・クラウド環境の管理
における最も重要な要素の 1つであると考え
ています。最終的な目標は、インテルの従業

1   Open Data Center Alliance（ODCA）のクラウド成熟度
モデルの詳細については、ODCAのWebサイト（http://
www.opendatacenteralliance.org/）で、「Our Work」
に掲載されているドキュメントを参照してください。インテル
は、ODCAとの連携に加え、インテル® クラウド・ビルダーズ
の取り組みとOpenStack*プロジェクトへの参加を通じて、
クラウド・コンピューティングのビジョンを促進しています。

http://www.intel.co.jp/itatintel
http://www.opendatacenteralliance.org/
http://www.opendatacenteralliance.org/
http://www.intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-builders-provide-proven-advice.html
http://www.openstack.org/
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員と顧客の両方がダウンタイムなしでクラウド
を利用できることです。具体的には、すべての
アプリケーションで 99.99%の可用性（年間
のダウンタイムが約 52分）の実現を目指して
います。

  監視対象には、設備、ネットワーク、ストレー
ジ、コンピューティング、アプリケーションが含
まれている必要があります。また、高度なビ
ジネス・インテリジェンス・ツールによって監
視を自動化し、サポートする必要があります。
IT部門では、サービスレベル・アグリーメント
（SLA）を入念に調べて、保証されたサービ
スレベルがインテルのニーズに合っているか
どうかを確認しています。パブリック・クラウド
で十分な SLAが提供されていない場合は、
対象となるサービスを社内でホスティングす
ることを検討します。

自動化されたクラウドでは、人的介入をほとん
どまたはまったく必要とせずに、クラウド・コン
ピューティングのサービスとリソースの指定、
特定、およびより安全なプロビジョニングが可
能となるため、自動化のレベルも検討中です。
また、クラウド・プロバイダーがクライアント認識
型サービスを提供しているかどうかについても
検討しています。デバイスの詳しい情報を持つ
クライアント認識型クラウドでは、クライアントの
機能をインテリジェントに利用して、時間や場所
を問わず、最高レベルのユーザー体験を提供
できます。

コスト
インテル IT部門では、ホスティング・ソリュー
ションのビジネススピードと機能の成熟度の
分析に加え、クラウド・コンピューティングのコ
ストを分析するための理論的財務モデルを開
発しました。現在、マルチフェーズの概念実証
（Proof of Concept; PoC）によって、この財
務モデルのテストを行っています。この PoCの
中で、社内向けサービスと社外向けサービス
の両方に対応するハイブリッド・クラウド・ホス
ティング・ソリューションの導入を進めていま
す。この理論的財務モデルは、図 2に示すよう
に、ハイブリッド・クラウド・ホスティング・ソリュー
ションに関連する今後のコスト削減に関する情
報を提供できると考えています。

•  オレンジの線グラフはクラウド・コンピュー
ティングを全面的にアウトソーシングした場合
に必要となる累積投資を表し、黒の線グラフ
は VMの需要の増加を表しています。

•  緑（パブリック）と青（プライベート）の棒グラ
フは、ハイブリッド・クラウド・ホスティング・ソ
リューションを表しています。

•  全面的なアウトソーシングの線グラフとハイブ
リッドを表す棒グラフの上部との隙間（オレン
ジで塗りつぶされた部分）は、ハイブリッド・モ
デルに関連する潜在的なコスト削減額を表し
ています。

  この理論的財務モデルは、変動するクラウド・
コンピューティングのコストの評価方法として

は十分に合理的です。ただし、パブリック・ク
ラウドとインテルのプライベート・クラウドにお
けるコスト効率の改善率によっては、実際の
ハイブリッドによるコスト削減額は図に示すも
のとは異なる可能性があります。パブリック・
ホスティングとプライベート・ホスティングのコ
ストは、いずれも急速に減少しつつあります。
それでも、新しいテクノロジーの導入、トレー
ニングの効率化、オープン・ソース・ソリュー
ションの使用など、運用の効率化を図ること
によって、ハイブリッドのコストはパブリック・
クラウドのコストと同程度、またはそれ以上の
速度で減少すると考えられます。パブリック・
プロバイダーが大規模なコンピューティング
に導入した効率化は、プライベート・クラウド
を含むすべてのコンピューティングの道を切
り拓くための触媒となっている点に注目する
必要があります。インテル IT部門では、こうし
た最適化は業界にとって健全なことであり、
シナリオによってはソリューションと従業員の
根本的な変革を意味する新たなアプローチ
の採用を促進していると考えています。

  このモデルでは、パブリック・ホスティングと
プライベート・ホスティングの正確な比率は
経時的に変化します。ここでの目標は、コン
ピューティング能力と機能の面で需要によっ
て変わる可能性のある「プライベート対パブ
リック」の効率的な比率を決定することです。
現時点では、この比率は約 3分の 2がプライ
ベート、3分の 1がパブリックになると見込ん
でいます。

図 2. ハイブリッド・クラウド・ホスティング・ソリューションの理論的財務モデルは、ハイブリッド・アプローチを採用した場合、全面的にアウトソーシングしたホスティング・ソ
リューションを使用した場合に比べて、コスト削減額が増加する可能性があることを示しています。
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まとめ

PoCにおいては、パブリック・クラウド・ホスティン
グとプライベート・クラウド・ホスティングを組み
合わせることにより、需要に応じてリソースを割
り当てて、製品とサービスを迅速かつ効率的に
開発し、提供を開始するという目標は実現され
つつあります。最終的には、インテルのクラウド
利用モデルを自動化された大規模なハイブリッ
ド・クラウド・インフラストラクチャーに転換する
ことによって、システム全体の俊敏性、拡張性、
効率性を高めることを目指しています。

インテル IT部門は、フェデレーション、相互
運用性、オープン性を重視したクラウド・コン
ピューティングに重点を置いた戦略を進めてい
ます。そのため、クラウド・ホスティングに関する
意思決定時には、クラウド・コンピューティング
のコスト分析に照らして、ホスティング・ソリュー
ションのビジネススピードと機能の成熟度のバ
ランスを取っています。パブリック・クラウドに対
するオープンな業界の成長に伴って、オープン・
スタンダードとオープン・ソリューションに対応
するプロバイダーの重要性はさらに増すことが
予想されます。インテル IT部門では、ハイブリッ
ド・クラウドの理論的財務モデルを引き続き検
証し、改良していくとともに、インテルのハイブ
リッド・クラウド環境のさらなる改善へとつなが
る運用の効率化に取り組んでいきます。

関連情報

関連する次のホワイトペーパーも参照してくだ
さい。

•   「Developing a Highly Available, 
Dynamic Hybrid Cloud Environment」

•   「Overcoming Security Challenges 
to Virtualize Internet-facing 
Applications」

•   「Best Practices for Building an 
Enterprise Private Cloud」

•   「Enhancing Cloud Security Using Data 
Anonymization」

•   「Planning for eDiscovery in the Cloud」
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