
この資料の概要

このプランニング・ガイドでは、ITマネージャーの皆様を対象に、データセンターの最適化
が企業の競争力強化にいかに役立つかについて説明します。データセンターの最適化に
よって、以下のことが可能となります。

•  運用効率の向上

•  クラウド・コンピューティングなどの最新のサービスの提供

•  ビッグデータ、高性能コンピューティング、エンタープライズ・モビリティー、ソーシャル /
コラボレーティブ・コンピューティングなど、新しいビジネスチャンスの活用

 
このガイドでは、データセンターの最適化を計画する際の実践的な指針を、以下の 4つ
のステップで示します。

•  データセンター戦略の作成

•  仮想化とクラウドによる俊敏性に優れた IT部門の実現

•  クラウドの導入と、IT部門のサービスブローカーへの転換

•  達成度の測定

プランニング・ガイド

データセンターの最適化
クラウド・サービス・デリバリーの最適化とソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャーへの 
移行に向けたデータセンター戦略の評価
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今日の IT部門は、業務システムの管理と運用コストの削減に加えて、
ビジネスの変革のための戦略的パートナーとしての役割を期待されて
います。こうした状況の中、データセンターへの注目度が高まっていま
す。従来は企業のビジネスを下支えする存在だったデータセンターに
対して、現在では迅速なイノベーションとビジネスチャンスを実現するた
めの処理能力が求められています。

ビジネスの成長を加速する俊敏性と効率の実現に向けて、エンタープ
ライズ・データセンターも進化しなければなりません。例えば、クラウド・
コンピューティング、高性能コンピューティング、ビッグデータなど、迅速
なサービスの提供を容易にする強力なテクノロジーはすでに存在しま
す。これらのテクノロジーは、その導入に成功した企業に大きなビジネ
スチャンスをもたらします。

データセンターのテクノロジーは急速に進化しています。この進化に後
れをとらないようにすることは、IT部門が今日直面している最大の課
題の 1つです。この資料では、データセンターの最適化の背景にある
さまざまな問題について検討します。今日のビジネス要件に応じてデー
タセンターを改革すると同時に、さらなるビジネスの変革と効率を支え
る次世代データセンターの基盤を構築していく必要があります。

データセンターの最適化戦略は、IT部門が競争力を維持する上で必
要不可欠です。ビジネスユーザーが求める画期的なソリューションを迅
速に実装するか、または外部ベンダーを利用し、企業のガバナンス、セ
キュリティー、コンプライアンス要件の維持を支援するサービスを提供
することにより、IT部門と事業部門の効果的な連携が可能となります。
ビジネスユーザーの側では、高速かつ低コストだという理由によってパ
ブリック・クラウド・プロバイダーから直接サービスを購入する必要性が
軽減されます。さらに IT部門では、データと知的財産権を効果的に保
護することができ、内部リソースの使用率も改善できます。

古いインフラストラクチャーは 
コスト面でも性能面でも不利

近年の不況により、多くのデータセンターでインフラストラクチャーのアッ
プグレード・サイクルが延期されています。しかし、古いデータセンター・
インフラストラクチャーを利用していると、IT部門および企業全体でセ
キュリティーのリスクが高まります。また、古いシステムの維持には、新
しく効率的なシステムよりも多くのコストがかかることが少なくありま
せん。さらに重要なのは、古い機器では必要なパフォーマンスが得られ
ないことです。古いインフラストラクチャーを使用し続けるリスクは、い
かなる点からも正当化することはできません。

最新のインフラストラクチャー・テクノロジーは、大幅な性能向上、消費
電力の削減、運用コストおよび保守管理コストの削減、最先端のセキュ
リティー対策による各種規制の遵守と最新の脅威からの防御など、さ
まざまな課題に対処します。また、高性能のテクノロジーは ITサービス
の柔軟性と俊敏性を高め、新しいビジネスチャンスへの資本の集中を
可能にします。アップグレードされたインフラストラクチャーにより、IT部
門は、従来のコストセンターから、ビジネスの成功を促進する戦略的な
部門へと生まれ変わります。

プレッシャーにさらされるデータセンター

このプランニング・ガイドでは、データセンターの最適化の背景
にあるさまざまな問題について検討します。今日のビジネス要
件に応じたデータセンターの改革と同時に、さらなるビジネス
の変革と効率を支える次世代データセンターの基盤構築が求
められています。
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現在の決定は将来に影響を与える

データセンターのアップグレードと最適化を怠ることのリスクは、決して
軽視できません。データセンターのアップグレードが不完全な場合、IT
部門は最新のテクノロジーとセキュリティー機能を十分に活用できない
こともあります。IT部門は、現在の投資から最大限の利益を得ると同
時に、ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャー（SDI）による自
動化されたオーケストレーション環境を持つ新たなレベルのデータセン
ターの変革に備えて、適切な手法を用いてデータセンターの最適化に
取り組む必要があります。

SDIの下では、演算、ストレージ、ネットワークの各リソースについて、
独自規格に基づく固定機能の機器から、標準規格に基づく俊敏性とコ
スト効率性に優れたシステムへと、データセンターを改革することが可
能となります。SDIには主に以下の 2つの特徴があります。

•  自動化とオーケストレーション：仮想化された演算、ストレージ、ネッ
トワーク機能からなる自動化されたリソースプールにより、基盤と
なるインフラストラクチャーのプロビジョニング、モニタリング、レポー
ティングを実現します。ポリシー方式のワークロード /ライフサイクル
管理により、データセンター全体の効率、俊敏性、セキュリティーが
向上します。

•  ハードウェアとソフトウェアの分離：SDIは、独自規格に基づき緊密
に結合されたハードウェアとソフトウェアから、ソフトウェアによって自
動化されるオープン規格に基づくシステムへと移行します。

また SDIは、クラウド・コンピューティングのメリットをこれまでにないレ
ベルまで高め、迅速なプロビジョニングによる俊敏性の向上と価値創
出の迅速化、仮想化による効率と信頼性の向上、オーケストレーション
された電力管理による電力効率の改善を実現します。オープン規格に
基づくサーバーの運用と、リソースのプーリングおよび割り当てにより、
IT部門のコスト削減も可能となります。また、内蔵のインテリジェンス
と自動化機能により、IT担当者はより多くの時間を戦略的タスクに費
やせるようになります。

自社データセンターの重要性

SDIは、最終的にデータセンターの再設計を必要とします。ソフトウェ
ア・デファインド・インフラストラクチャーへの移行が進むにつれて、デー
タセンターの処理の大部分は、サービスとして提供されるようになり
ます。この変化は直ちに起こるわけではありませんが、クラウドの導入
に備えて古いインフラストラクチャーを更新し、クラウドサービスの耐
障害性を高めるためにアプリケーションを最適化し、インフラストラク
チャーの基盤を確立することで、正しい方向へと進むことができます。

一部のアプリケーションにパブリック・クラウドを利用するとしても、自社
のデータセンターが、現在も将来も ITサービスデリバリーの中心であ
ることは変わりません。さらに、データの種類によっては、知的財産権
の保護や各種規制の遵守などの要件により、安全な構内の施設での
保管が求められることもあります。また、最善のソリューションが、パブ
リック・クラウド・プロバイダーによって提供されていない場合や、（例え

ば帯域幅の制約のために）クラウド・インフラストラクチャーに存在しな
い場合も考えられます。

当分の間、新しいデータセンターは、従来のサービスとクラウドサー
ビス、オンプレミスのサービスとオフプレミスのサービスを組み合わせた
ものになりそうです。クラウドおよびその先にあるテクノロジーに向けて
データセンターを最適化するには、アーキテクチャーとソリューションを、
独自のビジネス機能を提供するための最善の手法に適応させる必要
があります。

データセンターのアーキテクチャーの例

データセンターのアーキテクチャーは多様であり、1種類のソリュー
ションですべてのニーズに対応することはできません。ビジネスプロセ
スには、演算処理の多いワークロードを利用するものや、RAS（信頼性、
可用性、保守性）機能が重要視されるものがあります。

一般的なビジネス機能を想定して構築される、データセンター・アーキ
テクチャーの 3つの例を以下に示します。

•  演算処理が多く、遅れが許されないワークロード：これらのワーク
ロードの要件を満たすには、十分な処理能力と性能が必要です。要
件によっては、アーキテクチャーに、高性能コンピューティング（HPC）、
グリッド・コンピューティング、またはソリッドステート・ドライブ（SSD）
を高速スワップドライブとして使用するクラスター型ローカル・ワーク
ステーション・コンピューティングを組み込む必要があります。通常、
これらのシステムのユーザーは、データに迅速にアクセスする必要が
あります。したがって、クラスター型の高性能ストレージ、スケールア
ウト型のネットワーク接続型ストレージ（NAS）、拡張性の高い HPC
向け並列ストレージ、データベース向けストレージ・エリア・ネットワー
ク（SAN）など、各種ストレージリソースの組み合わせに投資すること
を検討します。

•  ビジネス継続性重視のシナリオ：ERPシステムおよびその他のミッ
ション・クリティカルなシステムのように、24時間 365日体制の可
用性が要求されるビジネス運用には、RAS機能と他の環境に広がる
冗長性を備えた、専用データセンターを含むアーキテクチャーを検討
します。この手法により、致命的な出来事による稼動停止がほぼ解
消され、新しいプラットフォームとアプリケーションの導入にかかる時
間が短縮されます。

•  俊敏性と速度重視のシナリオ：俊敏性と速度を向上させるには、高
度な仮想化環境に構築されたプライベート・エンタープライズ・クラウ
ドにより、迅速なオンデマンドのサービスを提供します。これにより、
新しいビジネスサービス用のインフラストラクチャーのプロビジョニン
グにかかる時間が大幅に短縮されます。このタイプの環境では、デー
タアクセスの要件に応じて、SANストレージまたは NASストレージ
を使用できます。

特定のワークロード向けの設計手法については、ビデオ『Workload-
Driven Solutions for the Data Center』（英語）をご覧ください。

http://www.intel.com/content/www/us/en/data-center-efficiency/workload-driven-data-center-solutions-video.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/data-center-efficiency/workload-driven-data-center-solutions-video.html
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データセンターを最適化すると、どのようなメリットがあるのでしょう。演
算、ストレージ、ネットワーク技術の進化は、最適化されたソフトウェア・
アプリケーションとともに、データセンターの効率とセキュリティーを飛
躍的に向上させました。仮想化は、より少ないマシンでより多くの処理
を実行し、ITの消費電力、ライセンス、施設のコストを削減する重要な
データセンター・テクノロジーです。

データセンターの改革プロセスには、以下の 3つの目的があります。

•  現時点でビジネスに必要なサービスを提供し、短期から中期の成長
をサポートする

•  ビジネスのサポートを続けながら、データセンターの進化を次のステッ
プへ進めるテクノロジーを「先行して購入する」

•  インフラストラクチャーの更新、クラウド・コンピューティングの採用、
ネットワークの更新、ITのサステナビリティーの追求、データセンター
の統合により、コストを削減する

アップグレードされ、最適化されたテクノロジーが、データセンターの管
理作業を軽減し、ビジネスに集中できるようにする方法の詳細について
は、ビデオ『データセンターの要件： 運営の効率化に向けた刷新と最適化』
をご覧ください。

データセンターの最適化：3つの段階

各企業の IT部門がデータセンターの最適化に着手する状況は、それ
ぞれに異なります。最適化の各ステップで、それに対応するテクノロジー
とイノベーションを準備する必要があります。つまり、データセンターの
改革は、一度に全体を置き換える形ではなく、段階的に進められます。
各段階では、明確なメリットがもたらされ、それが次の段階の基盤とな
ります。

データセンターの最適化には、以下の 3つの段階があります。

1.  オペレーショナル・エクセレンスの実現：最新のハードウェア機能
およびソフトウェア機能は、運用コストの最小化、効率の最大化、
セキュリティーとコンプライアンスの確保を想定して設計されてい
ます。この段階では、クラウド・コンピューティングへの対応を目標と
して、古いインフラストラクチャーを更新することに重点を置きます。

2.  革新的なサービスの提供：クラウド・コンピューティングは、従業員、
顧客、パートナーにオンデマンドでサービスを提供する新しい手法

です。プライベート・クラウド、パブリック・クラウド、またはハイブリッ
ド・クラウド・ソリューションを利用することで、アプリケーションに最
適な総保有コスト（TCO）を達成できます。

3.  新しいビジネスチャンスの活用：最新のインフラストラクチャーとクラ
ウド・コンピューティング技術により、ビッグデータ、BYOD（従業員
が個人所有するデバイスの利用）プログラム、ソーシャル /コラボレー
ティブ・コンピューティングなどのビジネスチャンスを活用できます。

オペレーショナル・エクセレンス： 
古いインフラストラクチャーのアップグレード

最初のステップでは、十分なパフォーマンスを出すことができていない
インフラストラクチャーをアップグレードします。

演 算
サーバーのイノベーションにより、より高速なプロセッサー、より大きな
CPU容量とメモリー、内蔵セキュリティー機能を搭載し、消費電力を大
幅に削減した、より高性能なマシンが生み出されています。多数の古い
サーバーを少数の新しいサーバーで置き換えることにより、文字どおり
「より少ないマシンでより多くの作業を実行する」ことが可能になります。
サーバーのイノベーションには、そのほかにも以下のものがあります。

•  大量のデータを処理するワークロードを高速化し、リアルタイムの
レポーティングと分析をサポートする、真のインメモリー・コンピュー
ティング機能

•  静的Webページのサービス、基本的コンテンツ配信、エントリー専用
ホスティングなど、軽量なスケールアウト型ワークロードに適した、低コ
スト、高密度で電力効率に優れたマイクロサーバー・フォームファクター

バランスのとれた、最適化されたデータセンター

インテル IT部門のデータセンター改革による 
ビジネス価値の創出

インテル IT部門の業務改革に向けた複数年にわたるデータセン
ター戦略は、2010年から2013年までに 1億 8,400万米ドル
を上回る新たなビジネス価値を創出しました。

詳細については、ホワイトペーパー『業務改革に向けたインテル IT
部門のデータセンター戦略』を参照してください。

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/data-center/data-center-refresh-for-operating-efficiency-video.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
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最新のインテル® プロセッサー搭載システムで構築されるサーバー・アー
キテクチャーは、相互運用性によって ITの複雑性を軽減します。さら
に、仮想化などの主要な最適化技術に対応した機能を内蔵すること
で、データセンターのフットプリントを簡素化し、クラウド・ソリューション
とオンプレミス・ソリューションの両方に、高速で弾力的な処理能力を
提供できます。またインテル® プロセッサー搭載サーバーは、データ保
護とインフラストラクチャー・セキュリティーのテクノロジーを CPUに組
み込んでいます。このため、負荷の高いシステムのパフォーマンスが向
上し、オンプレミスとクラウド間のデータの抽出 /変換 /ロード（ETL）処
理が高速化されます。

インテルはあらゆる種類のデータセンター向けプロセッサーを提供し
ており、大手プロバイダーからなる幅広いエコシステムと緊密に協力
し、インテル® アーキテクチャーの機能をいかした製品を設計。優れた
ソリューションの選択肢を提供しています。詳細については、インテル® 
Xeon® プロセッサーを参照してください。

ネットワーク
既存の 100メガビット /秒（Mbps）接続や 1ギガビット・イーサネット
（GbE）接続では、増大する帯域幅への要求には対応しきれません。
Ciscoの 2014年版『Visual Networking Index』によると、ブ
ロードバンド通信速度は 2018年までに世界中で 15Mbpsから
42Mbpsへ 2.7倍に高速化すると予想されています。1 またインター
ネット・トラフィックは、2018年までに現在の 3倍に増加し、1.6ゼタバ
イトに達する見通しです。1 こうした状況に対応するため、先進的なデー
タセンターでは、低速の接続を10GbE、40GbE、および 100GbE接
続に置き換えています。

ファブリックの設計をアップグレードすると、以下の効果が期待できます。

•  物理的接続の削減により、データセンターの複雑性を軽減

•  LANおよびケーブル・インフラストラクチャーの簡素化と、設置面積、
電力、冷却能力の要件の軽減により、仮想化環境の TCOを 18～
25%削減 2

•  接続の高速化とレイテンシーの削減によるスループットの向上

•  ストレージ容量の拡張など、刻 と々変化するビジネス要件への迅速な
適応による、俊敏性の向上

最新のインテル® Xeon® プロセッサーは、10GbEおよび 40GbEソ
リューションのハードウェア・アシストによるサポート、I/Oの高速化、仮
想化性能の強化を実現します。さらに、インテルのサーバー向けネット
ワーク・アダプターにより、仮想ワークロードの迅速かつ効率的な拡張、
データ・セキュリティーの保護、ネットワーク仮想化のサポートが簡単に
行えます。詳細については、インテル® イーサネット・コンバージド・ネット
ワーク・アダプターおよびインテル® イーサネット・ギガビット・サーバー・
アダプターを参照してください。

ストレージ
ストレージ・テクノロジーの進化の 1つとして、データの格納とアクセス
を効率化する先進機能を備えたインテリジェント・ストレージ・ソリュー
ションが挙げられます。ソリッドステート・ドライブ・メディアは、多目的ワー
クロード向けの卓越した速度、信頼性、一貫性を提供します。ストレー
ジのアップグレードは、ビジネス要件とユーザー要件を考慮して行う必
要があります。

高性能なインテル® プロセッサーを搭載したサーバーは、データの格納
と検索を高速化する、柔軟でコスト効率のよいストレージ・ソリューション
との相性が抜群です。内蔵テクノロジーにより、シン・プロビジョニング、
重複データ削除、データの圧縮と展開、ストレージ仮想化など、演算量
の多い技術処理のパフォーマンスを最適化し、ストレージ容量の要件を
最小限に抑えることができます。データセンター向けインテル ® Solid-
State Driveは、ストレージ・ソリューションの一部として、データアクセ
スの高速化と消費電力の削減を両立し、メモリーを多用する状況では
必要に応じて高速スワップを実現します。詳細については、インテル®ス
トレージ・ソリューションおよびインテル® Solid-State Driveを参照して
ください。

施 設
データセンターの物理的施設においては、設置面積、電力管理、冷
却能力を最適化できます。こうした最適化はテクノロジーのパフォー
マンスに影響を与え、データセンターの寿命の延長につながります。
インテル IT部門では、データセンターのライフサイクルの各段階で以
下のベスト・プラクティスに従った場合、データセンターを新設するより
も既存のデータセンターの設備を増強する方がコストが少なくて済む
ことを確認しました。

•  高度な要件を設定してユーザーのニーズを決定する

•  実行可能性調査を実施し、設備増強のオプションと冗長性のレベル
を評価する

•  社内の設計者 /技術者または外部の企業と協力して設計に取り組む

•  構築を実施する

•  受け入れテスト、機能テスト、統合テストにより、施設のサブシステム・
コンポーネントを立ち上げる

•  冷却能力、電力、設置面積の戦略的最適化を継続的に実施すること
により、可能な最善のレベルで運用を続ける

データセンターの設備増強の詳細については、『Data Center Efficiency 
and Retrofit Best Practices』（英語）を参照してください。

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/servers/server-products.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/servers/server-products.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/network-adapters/converged-network-adapters.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/network-adapters/converged-network-adapters.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/network-adapters/gigabit-network-adapters/ethernet-server-adapters.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/network-adapters/gigabit-network-adapters/ethernet-server-adapters.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/storage/storage-products.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/storage/storage-products.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/solid-state-drives/solid-state-drives-ssd.html
http://intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/data-center-efficiency-and-retrofit-best-practices-paper.html
http://intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/data-center-efficiency-and-retrofit-best-practices-paper.html
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以下のステップに進むには、古いインフラストラクチャーのアップグレード
がすでに完了し、運用効率を向上させる段階から、次の 2つの段階（革
新的なサービスの提供と、特定のテクノロジー機能の実装による新しい
ビジネスチャンスの活用）に移行できる状態であることを前提としていま
す。具体的なステップは以下のとおりです。

1.  データセンター戦略の作成：データセンターの現状と改革目標を検
討することにより、目標達成に必要な一連の手順と、達成度を測定
する主要業績指標（KPI）を特定できます。

2.  仮想化とクラウドによる俊敏性に優れた IT部門の実現：アップグ
レードしたハードウェアの基本的な性能と効率をベースにして、リ
ソース使用率とサービス品質（QoS）向上のための仮想化環境を
実装します。CPUやストレージなどのリソースプールを作成し、クラ
ウド・コンピューティングの基盤を準備します。

3.  クラウドの導入と、IT部門のサービスブローカーへの転換：クラウ
ドへの移行により、プールしたリソースからインフラストラクチャーの
プロビジョニングと管理を行うプロセスが自動化され、社内および
外部の顧客にサービスが提供されます。IT部門の業務の重点をク
ラウド・サービス・ベンダーの利用に移すことで、IT部門は信頼でき
る助言者または仲介者となり、ビジネスの問題を迅速に解決する、
アクセスしやすく、統合された、安全なクラウド・ソリューションを提
供できます。

4.  達成度の測定：データセンター戦略および目標を基準にして、改革
の進捗度を評価します。3年計画の進行とともに、ITチームとビジ
ネスには KPIによって実際の結果が示され、次のステップに向けた
支援と熱意を強固なものにします。

ステップ1：データセンター戦略の作成

データセンター戦略では、データセンターがどのようにビジネス目標を
達成し、競争力維持のための俊敏性と速度を実現するかについてのビ
ジョンと手法を定義します。また、IT部門向けの実装ロードマップも定
義します。ビジネス目標と技術的目標を設定する戦略が確立されてい
れば、技術的要件と行動計画を発展させることは簡単です。

インテル IT部門は、重要なビジネス機能（インテルの場合、設計、オフィ
スおよびエンタープライズ、製造、サービスの各環境）をサポートする
インフラストラクチャーの最適化サイクルに基づいて、データセンター戦
略を作成しました。演算、ストレージ、ネットワーク、施設の各領域の継
続的なイノベーションにより、インテル IT部門のデータセンター投資と
ビジネス目標との整合性が確保されます。3

データセンターの最適化手法：4つのステップ

最適化サイクル
継続的な ITのイノベーション

インテル IT部門のデータセンター戦略は、ビジネス価値の最大化と、重要なビジネス機能をサポートするインフラストラクチャーの最適化を実現します（出典：『業務改革に向けたインテル IT部
門のデータセンター戦略』、インテル IT部門。2014年 1月）。

最適化される環境：

設 計

OS/アプリケーション

演 算

ストレージ
ネットワーク

施 設

オフィスおよびエンタープライズ

製 造

サービス

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
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包括的なデータセンター戦略には、以下の要素を盛り込む必要があり
ます。

•  データセンターの現状を記録し、IT部門の視点から見た既存のサー
ビスと将来のサービスとのギャップを定義する

•  ビジネスユニット（データセンターを利用する顧客）の調査を実施し、
IT部門の視点から見たサービスのギャップと業務部門の認識を比較
する

•  パレート分析（人、プロセス、テクノロジー）を実行し、IT部門が認識
しているギャップと顧客調査結果との整合性を確保する

•  データセンターの将来の状態を定義し、データセンターの改革目標
を短期、中期、長期で設定したデータセンター改革 3カ年計画を作
成する

•  電力や冷却能力など、データセンターの物理的な検討事項を考慮に
入れる

•  達成度を測定するための KPIを定義する

データセンターの改革目標：インテル IT部門の例

データセンター改革の対象範囲は、オペレーショナル・エクセレンスから
クラウド・サービス・デリバリーへ、そしてさらにその先へと広がります。
インテル IT部門の改革の具体例のいくつかを以下に紹介します。

•  統合、コロケーション、管理の自動化により、データセンターの総設
置面積を縮小

•  使用率の向上や最新機能（例えば、階層化されたスケールアウト型
ストレージ、ストレージ更新サイクル、重複データ削除）など、全体的
なストレージ使用状況の改善

•  容量や使用率など、ネットワーク使用状況の改善（10GbE、40GbE、
100GbEへのアップグレードや、拡張性と耐障害性に優れたレイヤー
3ベースのネットワークへの移行）

•  高性能コンピューティングの導入により、演算処理の多いワークロー
ドの需要増大に対応

•  高性能で電力効率の高い少数のサーバー、ストレージドライブ、ネッ
トワーク機器を使って物理的インフラストラクチャーを削減し、特定の
ビジネス環境の単位コストを削減

データセンター改革のベスト・プラクティスを詳しくまとめた表は、『業
務改革に向けたインテル IT部門のデータセンター戦略』を参照してく
ださい。

ステップ2：俊敏性に優れた 
ITインフラストラクチャーの実現

俊敏性に優れたインフラストラクチャーは、データセンターの屋台骨と
言えます。こうしたインフラストラクチャーの構築は、サービスデリバリー
の実現に向けた重要なステップであり、特定のテクノロジー機能を実
現するために欠くことのできない性能および柔軟性への投資です。

単独の手法によって俊敏性に優れた ITインフラストラクチャーを実現す
ることはできません。以下の 3つの領域に焦点を絞ることが重要です。

•  資産とリソースの使用率の向上

•  特定の物理的ハードウェアへの依存の解消

•  オーケストレーションと自動化

インテル IT部門がデータセンターの 
イノベーションのための投資モデルを開発

インテル IT部門は、2010年からデータセンター最適化戦略
を実施しています。その目的は、インテルのビジネス要件への
対応力を高めながら、最適なデータセンター・インフラストラク
チャー機能と革新的なビジネスサービスをユーザーに提供する
ことです。この戦略の中には、投資決定モデルの開発も含まれ
ています。このモデルの目的は、ビジネス目標の達成を支援し、
利用可能なテクノロジーの比較基準となる最適状態を実現す
るために必要な、理想的な最小限のリソース量を特定すること
です。そして、そのギャップを埋めることが、データセンター全
体で最高の ROIと最大の利益が得られるような投資の決定
の指針となります。

インテル IT部門の投資モデルにより、インテルは、予算の拡大
を伴わずに、加速する成長をサポートしながら単位コストを削
減できました。例えば、2010年から2012年までに、インテル
の設計環境は 83%成長しましたが、単位コストは 44%削減
されました。オフィスおよびエンタープライズ環境は、同じ期間
に 62%成長しましたが、単位コストを 34%削減することで
予算の拡大を抑えられました。

出典：『業務改革に向けたインテル IT部門のデータセンター戦略』、
インテル IT部門（2014年 1月）。

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
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俊敏性に優れたインフラストラクチャーの 2つの例
使用率が高く、俊敏性に優れたインフラストラクチャーは、ビジネスの目
的に応じて、仮想化環境としても、非仮想化環境としても構成できます。
以下に示す 2つの例では、自動化とオーケストレーションを実現し、リ
ソース使用率を改善し、物理的インフラストラクチャーへの依存を解消
しています。

ハイパースケール・コンピューティングとグリッド・コンピューティング：
ハイパースケール・コンピューティングは、需要の増加に応じて、必要
なサーバーを数台から数千台へと拡張可能なアーキテクチャーを基盤
としています。これを実現するには、通常、大規模な分散型コンピュー
ティング環境またはグリッド・コンピューティング環境の 1つまたは複数
のノードに対して、演算、メモリー、ネットワーク、ストレージをシームレス
にプロビジョニングする必要があります。ハイパースケール・コンピュー
ティングは、クラウド・アプリケーションや、Apache* Hadoop*フレー
ムワークなどのビッグ・データ・アプリケーションによく使用され、大規模
な分散型の施設に配備されます。大規模なエンタープライズ・データ
センターの運用も、徐々にハイパースケール・コンピューティングへと移
行しています。

ハイパースケール・コンピューティングは、従来のコンピューティング環
境とは異なり、使用目的を限定した、コスト効率に優れた、必要最小限
の専用ハードウェア設計を導入します。例えば、ハイパースケール環境
における高可用性は、主にソフトウェアによって実現されます。この場
合、他のサーバーに搭載される冗長ハードウェア・コンポーネントや高
可用性ツールの多くは不要になります。最小構成では、最小限のハー
ドウェア投資により、専用プライベート・システム上で基本的レベルの仮
想マシン（VM）を運用できます。ハイパースケール・コンピューティング
は、大規模データセンター環境では数千台規模の VMを効率的に運
用できます。

ハイパースケール・ベンダーは、モジュール内にハードディスク・ドライブ
またはソリッドステート・ドライブ（SSD）を搭載したモジュラー型のコモ
ディティー・ハードウェアとして、ハイパースケール・ハードウェアを設計
します。これにより、仮想化サーバーとVMは非常に高速な永続的ス
トレージにアクセスできるため、高価な SANを使用してクラウド内にス
トレージを用意する必要がなくなります。ハイパースケール・モデルはモ

ジュラー型なので、障害発生が想定されるアーキテクチャーの構成に
冗長性を組み込むことができます。また、物理的インフラストラクチャー
および電力要件の制約の枠内で、ハードウェア実装密度を最大限に高
めることもできます。

仮想化：俊敏性に優れたインフラストラクチャー構築の 2つ目の方法は
仮想化です。仮想化は、基礎となるハードウェアをVMとして抽象化し
て、それぞれのランタイム環境に隔離し、演算、ストレージ、ネットワーク
の各リソースに対応する複数の VMを単一のホスティング環境に配置
します。これらの仮想化されたリソースは、データの管理、クラウドとの
間のデータの転送、高使用率および高可用性のアプリケーション運用
にとって重要です。各ホストサーバーは、複数インスタンスのゲスト・オ
ペレーティング・システムを共有する複数の VMを実行するように設計
されます。

仮想化環境により、リソース使用率を向上させて設備投資を削減し、
ミッション・クリティカルなアプリケーションの QoSに集中できます。運
用に自信が持てたら、複数のリソースサイロを仮想化し、データセンター
全体を対象とした全域的な仮想化環境を実現できます。

仮想化されたインフラストラクチャーは、大部分の高性能クラウドの基
盤でもあります。仮想化は、リソース・シェアリング、仮想マシンの隔離、
ロードバランスなど、いくつかの主要なクラウド・コンピューティング機能
を提供します。クラウド環境では、これらの機能がビルディング・ブロック
となり、俊敏性と柔軟性の強化、拡張性の実現、リソースプールの使
用率の向上、迅速なプロビジョニング、ワークロードの隔離、稼動時間
の向上を可能にします。

インテルは、クラウド・コンピューティング環境へ（最終的には SDIへ）至
るプロセスの最初の一歩として、仮想化の導入を推奨しています。世
界各地のデータセンター管理者 505人を対象とした Gartnerの調
査によると、2012年には仮想化が実施または計画されているインフ
ラストラクチャー・ワークロードは全ワークロードの約 60%でしたが、
2014年には 90%近くまで増加する見通しです。4 こうした持続的な
成長からも、クラウド・コンピューティングは多くの企業にとって理にか
なった次のステップであることが分かります。

データセンターの最適化に向けたインテルのイノベーション
 

最新のインテル® テクノロジーは、極めて要求の厳しいプライベート・クラウドのワークロードを実現します。インテル® テクノロジーでインフラストラクチャーを更新するデータセンター最適化戦略は、
パフォーマンス、効率、俊敏性の向上をもたらします。

インテル® 10GbE/40GbEイーサネット・コントローラー
およびアダプター

インテル® Xeon® プロセッサー、
インテル® Solid-State Drive、
階層化されたインテリジェント・ストレージ

インテル® Xeon® プロセッサー
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ステップ3：クラウドの導入と、 
IT部門のサービスブローカーへの転換

データセンターに高度な仮想化環境を導入したら、次のステップではク
ラウドを導入します。クラウドは、内部顧客および外部顧客へのアプリ
ケーションとサービスの提供によってさらに拡張できます。これにより、
ビジネスユーザーや顧客ユーザーは、ビッグデータ分析や高性能コン
ピューティングを利用する機会を得られます。最終的には、何らかの形
式のハイブリッド・クラウドへ移行することをお勧めします。ハイブリッド・
クラウドでは、企業ドメイン内のリソースかパブリック・クラウド・ベンダー
のリソースかを問わず、複数のリソースプールにシームレスに接続でき
ます。さらに、高い拡張性や一元化されたデータへの安全なアクセスに
伴うインサイトが提供されます。

適切なクラウド・デリバリー・モデルを決めるには、データセンターと企
業に固有の要因を考慮に入れる必要があります。これには、ワークロー
ドの種類（需要や規模を含む）、セキュリティー要件、期待されるサー
ビスレベル、データのプライバシーおよび個人情報（PII）などの法令お
よび各種規制、決定プロセスにとって重要なその他の要件があります。
ビジネスに最適なクラウド・デリバリー・モデルでは、ワークロードと環境
とが適切にマッチすることで、エンドユーザーが必要とするサービスが
提供されます。

まず最初にプライベート・クラウドに移行することで、IT部門は、アプリ
ケーションの完全サポートとセキュリティー確保が可能になり、企業が
不要なリスクにさらされることを防止できます。次の段階では、特定の
ワークロードにパブリック・クラウドを利用できます。企業によっては、パ
ブリック・クラウドの利用から始めて、ある時点で、予測可能なパフォー
マンスが得られるワークロードを企業内に戻すこともあります。クラウド・
コンピューティングをパブリック・クラウドから始める場合、柔軟な処理
能力と効率的な従量課金方式を利用できますが、セキュリティーの懸
念、可視性の欠如、ガバナンスと制御の課題に直面する可能性もあり
ます。ITインフラストラクチャーにサービス指向型の手法を導入する方
法の詳細については、『クラウド・サービス・スターター・ガイド』を参照し
てください。

ハイブリッド・クラウドによる柔軟性の向上
ハイブリッド・クラウドでは、IT部門は、単一の自動化されたオーケスト
レーション・オペレーティング環境によって、プライベート・クラウドとパブ
リック・クラウドのリソース間の柔軟性をさらに高めることができます。ハ
イブリッド・クラウドにより、IT部門は、多様なニーズと多様なワークロー
ド要件に応じてシステムを最適化できます。例えば、拡張のテンポが早
く、市場投入のスピードが速いシステムは、パブリック・クラウドと親和
性があります。一方、中核となるビジネスシステムは、通常は社内のプ
ライベート・クラウド上で運用されます。ハイブリッド・クラウドは、以下の
目的にも使用されます。

•  災害復旧戦略の遂行

•  予測不可能な需要ピークのあるワークロードの突然の増加への備え

•  パブリック・クラウドを使って、時間的制約のあるサービスを迅速に利
用可能にする

ハイブリッド・クラウドにより、オンプレミスのクラウド・テクノロジーへの
投資（設備投資）の必要性とオフプレミスのパブリック・クラウド・サービ
スの利用（運用コスト）とのバランスをとることで、「基本需要には自社
クラウドを構築、需要の急増には外部サービスを利用」という導入モデ
ルを使用してTCOの最適化を実現できます。

クラウド・サービス・ブローカーとしての IT部門
クラウド・コンピューティングは、IT部門が競争力をもたらす存在へと生
まれ変わるために必要なリソースを解放することで、ビジネスにおいて
戦略的役割を担える IT部門への変革を促進しています。今や IT部門
の役割は、テクノロジーの受動的な管理者から、テクノロジーを利用し
てビジネス・イノベーションを実現するクラウド・サービス・ブローカーへ
と移行しつつあります。

クラウド・サービス・ブローカーは、戦略、設計、ガバナンスに常に重点
を置いて、調査、計画、調達、プロバイダーとの交渉、クラウドサービス
の統合 /移行 /管理を担当する一括請負業者のように機能します。

その結果、各部門との力強い協力関係、IT部門および各部門の効果
的なコスト管理、IT as a Ser vice（ITaaS）の提供、ワークロードの統
合、仮想化されたデータセンターにおける TCOの効果的な管理が可
能となります。

仮想化からクラウド・コンピューティングへの移行については、ビデオ
『Building Your Own Private Cloud』（英語）をご覧ください。クラウ
ドサービスの提供の詳細については、『プランニング・ガイド：プライベー
ト・クラウドでの Infrastructure as a Service』およびホワイトペーパー
『PaaSとは？』を参照してください。

エンタープライズ・クラウドの成熟へのプロセス

データセンター最適化戦略の一環として、仮想化環境とリソースプールは、完全に自動
化されたオーケストレーション・ハイブリッド・クラウドにつながります。

仮想化 プール 自動化 拡張性

サーバー統合 分散型の可視性 プライベート・
クラウド

ハイブリッド・
クラウド

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-services-starter-guide.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/private-cloud-video.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-computing-private-cloud-infrastructure-as-a-service-guide.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-computing-private-cloud-infrastructure-as-a-service-guide.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-computing-what-is-paas-cloud-demand-paper.html
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データセンターの最適化に向けた 
インテル IT部門のKPI

インテル IT部門のデータセンター戦略には、インテルの投資の
有効性を測定する 3つの主要業績評価指標（KPI）が含まれて
います。毎年インテル IT部門では、達成可能な最高サービスレ
ベル・アグリーメント（SLA）、達成可能な最小コスト、達成可能
な最大リソース使用率を設定しています。これらの KPIの目標
値は内部ベンチマークとして機能し、それに基づいて投資の優
先順位を決定します。

•  サービス品質（QoS）：サービスレベル・アグリーメント（SLA）
に対しては、各部門が稼動時間、平均修復時間（MTTR）、
コストをどの程度重視するかという視点に基づいた階層型の
アプローチを採用しました。例えば、第 1レベルのアプリケー
ションでは、重要度の劣る第 2レベルのアプリケーションに
比べて、SLAに対するより高いパフォーマンスを目指します。
QoSに関する最終目標は、IT問題による業務への影響をゼ
ロにすることです。

•   （サービス単位当たりの）コスト効率：各ビジネス機能に利用
可能な処理能力に基づいて算出されます。例えば、インテル
IT部門では、オフィスおよびエンタープライズ環境とサービス
環境の機能を、オペレーティング・システム 1インスタンス当
たりのコストで測定しています。製造環境は、統合された工
場コンピューティング環境ごとのコストで測定されます。この
KPIの目標は、コスト効率を毎年 10%向上させることです。
この目標を達成するには、予算を削減するだけでなく、予算 1
単位当たりのサービスを向上させることで、データセンターが
より多くの作業を実行できるようにするという方法もあります。

•  資産と容量の有効使用率：資産がどのように割り当てられて
いるかではなく、資産の実際のアウトプットで測定します。有
効使用率は、ジョブまたはストレージの実際のパフォーマンス
がどの程度良好かを測定します。処理能力が不足しているた
めにジョブの一部が途中で終了してしまった場合、有効使用
率のスコアは低くなります。割り当てられたストレージのうち
実際には 30%しか使用されていない場合、残りの 70%は
有効使用率に反映されません。この KPIの目標は、すべての
IT資産について80%の有効使用率を達成することです。

 
出典：『業務改革に向けたインテル IT部門のデータセンター戦略』、インテル IT部門
（2014年 1月）。

ステップ4：達成度の測定

データセンター戦略には、ITチームと経営陣に戦略的目標の達成度
を示すための KPIが含まれている必要があります。幅広いデータセン
ター用 KPIから選択できますが、大部分の KPIはコスト、サービス品
質、効率を測定するものです。ITインフラストラクチャー・ライブラリー
（ITIL*）には、データセンターのサービスの測定に関するホワイトペー
パーとテンプレートが用意されています。

データセンターの業績測定基準の例を以下に示します。

測定基準 説 明

効 率

電力使用効率 データセンター施設の 
電力効率の業界標準規格

ダウンタイム サービスが利用不能な 
時間の長さ

リソース使用率 使用されているリソース 
（ストレージ、ネットワーク、 
サーバー）の割合（%）

サービス品質

サービスレベル・アグリーメント 
（SLA）の総違反件数

所定の期間中の 
違反発生回数

SLA違反の平均解決時間 SLA違反発生時の 
サービスレベル回復までの 
平均時間

コスト

プロジェクト予算遵守率 予算の範囲内で完了した 
プロジェクトの割合（%）

総実際コスト/予算コスト比 プロジェクトの予算コストに 
対する総実際コストの割合（%）。
プロジェクト・ポートフォリオ 
全体について算出される。 
数値が100%より大きい 
場合は予算超過を示す。

総保有コスト（TCO） 製品またはシステムの 
直接コストおよび 
間接コスト（設備投資と 
運用コストの両方）の推定額

ビジネス価値の 
最大化 サービス

単位当たり
コスト

リソース
使用率

サービス
品質

3つの主要な
測定基準

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
http://itil.org/en/vomkennen/itil/index.php
http://itil.org/en/vomkennen/itil/index.php
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インテルは、将来的にソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャー
（SDI）を導入するためのハードウェア・レベルの基盤を確立しました。
SDIでは、すべてのデータセンター・インフラストラクチャーがソフトウェ
アによって自動プロビジョニングされます。SDIによって、IT部門は日
常の管理業務から解放され、より多くの時間を戦略的プロジェクトに割
くことができるようになります。

これは IT部門にとって朗報です。メンテナンスとイノベーションに50%
ずつ予算を配分するという理想は、実現からはほど遠い状況です。
3,700社以上の ITリーダーを対象とした 2013年の Forresterの
調査によると、回答者は平均で予算の 72%を日常の保守管理機能
（容量の交換や拡張、継続的な運用のサポート、メンテナンスなど）
に費やしており、新規プロジェクトに投じられる予算は 28%にすぎま
せん。5  ITのイノベーションに取り組む時間の余裕ができれば、企業の
価値創出に大きく貢献するはずです。

IT部門がイノベーションをもっと追求できるように、インテルは業界リー
ダー各社と積極的に協力して、データセンター向けテクノロジーの開発
に取り組んでいます。

演 算
演算に関して、インテルは、スループットの向上、仮想化の強化、スト
レージとネットワークの最適化、SDI管理アプリケーションの実行を可
能にする、より堅牢で高性能なプロセッサーの設計に取り組んでいま
す。インテルは、テレメトリー、高度なネットワーク仮想化のサポート、最
先端のストレージ機能など、将来のソフトウェア・デファインド・インフラス
トラクチャーに直接関連する多くの機能を、インテル® Xeon® プロセッ
サーに組み込んでいます。

ネットワーク
仮想化ネットワークとは、ネットワーク・サービス（ロードバランス、ファイ
アウォール、アクセラレーションなど）をソフトウェアによって提供する機
能であり、標準の x86サーバーまたは仮想マシンで動作します。仮想
化ネットワークは、ソフトウェア・デファインド・ネットワーク（SDN）と連携
して機能します。SDNは、ネットワークの制御機能と転送機能を分離
し、ネットワーク・トラフィックの流れを完全にプログラミング可能にして、
動的なトラフィック管理を実現します。

インテルは、ネットワーク仮想化をサポートするインテル® Xeon® プロ
セッサー搭載サーバーに、先進のネットワーク機能を組み込んでいます。
10GbEおよび 40GbEソリューションは、ハードウェア・オフロードおよ
びアクセラレーターを搭載し、CPU使用率への影響を最小限に抑えな
がら仮想化ネットワークのパフォーマンスを最大限に高めます。ハード
ウェア・オフロードおよびアクセラレーターは、Virtual Extensible LAN
（VXL AN）、Network Vir tual izat ion using Generic Routing 
Encapsulation（NVGRE）、Geneveなどの最新のカプセル化プロト
コルと連携して動作します。インテル ® Xeon® プロセッサー搭載サー
バーをパケット処理用に最適化し、ファイアウォールやロードバランサー
などのネットワーク機能仮想化（NFV）アプリケーションに必要な性能
に対応させることも可能です。

インテル IT部門における 
ソフトウェア・デファインド・ネットワークの採用

インテル IT部門は、顧客にとってのサービスの障壁を取り除き、アプリ
ケーションを迅速に導入する目的で SDNを採用しています。インテル
IT部門では、サーバー・インフラストラクチャーのセルフプロビジョニン
グについては大きな改善（所要期間を 90日から数分に短縮）が見ら
れましたが、依然、ネットワークがボトルネックになっていました。顧客は、
ネットワークの構成やサービスのプロビジョニングによって発生する遅
れを調整することなく、ネットワーク・リソースにアクセスできる必要があ
ります。

インテル IT部門では、プログラム可能なインターフェイスを使用したネッ
トワークの仮想化によって、最近急速に普及しつつあるアジャイル開発
環境で作業するインテルのアプリケーション開発者を適切にサポートで
きると判断しました。

2年にわたるプロジェクトでは、以下の手順を実施しました。

•  SDNに最適なユースケースの定義

•  ノード間のデータフローを理解するための、複数の SDNアーキテク
チャーのテストと分析

•  セルフサービス環境を利用する従業員の役割と責任の更新（多くの
従業員はネットワーク・エンジニアリングの経験がない）

ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャーの
基盤の確立
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暫定的な結果ではありますが、SDNを導入することで、サービスのプ
ロビジョニング時間が短縮され、ネットワーク・サービス要求の SLAを
満たすためにネットワーク管理者にかかるプレッシャーが軽減されるこ
とが分かりました。また、SDNによって、ネットワーク・プロビジョニング
のプロセスが簡略化されます（ただし、ネットワークの経験がほとんどあ
るいは全くない一部のユーザーにはトレーニングが必要です）。もう1
つのメリットとして、ネットワーク管理効率の向上によるサービスコスト
の削減が挙げられます。これによって、インテル IT部門は、現在のイン
フラストラクチャー投資を維持すること、独自規格に基づくハードウェア
への依存を減らすことが可能になります。

インテル IT部門における SDNの採用状況の詳細については、
インテル IT部門におけるSDNの事例を参照してください。

ストレージ
インテルは、ストレージ仮想化とソフトウェア・デファインド・ストレージの
実現に継続的に取り組んでいます。インテル® Xeon® プロセッサーは、
複数の仮想マシンのワークロードを実行しながら仮想化ストレージを運
用するために必要な、拡張された I /O帯域幅をサポートします。ハー
ドウェア・アシスト機能により、キャッシング、イレージャー・コーディン
グ、データ暗号化、データ圧縮、重複データ削除、インテリジェント・
ティアリング、シン・プロビジョニングなどの演算処理の多いストレージ
機能を最適化し、データの信頼性、セキュリティー、容量を強化します。
インテルは、インテル® SSDの速度、信頼性、データ整合性の向上に
取り組むことで、増大するストレージへのニーズに応える大容量を備え
た、より高性能で電力効率のよいストレージを提供していきます。

インテルの最適化されたデータセンターのビジョンの詳細については、
ビデオ『Data Center Architecture of the Future』をご覧ください。

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/adopting-software-defined-networking-in-the-enterprise-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/data-center/future-of-computing-vision-video.html
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仮想化から自動化およびオーケストレーションに至るまで、IT部門の
改革は、段階的なコスト改善により、従来の IT部門に比べて大きな
収益をもたらす可能性があります。インテル IT部門では、2010年以
来、データセンター・インフラストラクチャーのアップグレードと最適化を
積極的に進めています。このプロジェクトは大きな成果を上げ、前年比
14%～ 35%のコスト削減（推定値）を実現してきました。本資料で
は、インテルのデータセンター戦略の一部について説明してきました。
データセンターの最適化戦略は、インテルの設計、オフィスおよびエン
タープライズ、製造、サービスの 4つの環境におけるサービスデリバリー
を改善する包括的な手法です。

インテル IT部門の戦略は、テクノロジー、ソリューション、プロセスの
3つの観点から、使用率、SLA、コストの最適化に取り組んでいます。
（2010年から 2013年までに）すでに完了した重点領域を以下に示
します。

•  施設の統合と効率の向上

•  最適な基礎的コンポーネント・インフラストラクチャー（サーバー、スト
レージ、ネットワーク）の導入

•  自動化の拡大によるプロビジョニングの高速化

•  複雑なアプリケーションの仮想化と、手動プロセスから自動プロセス
への変更

•  仮想化向けブレードサーバーを採用し、ネットワーク・ポート数の削減
とストレージ最適化手法によってコストを削減

2014年には、インテル IT部門は SDI構想に重点を移し、2016年
までの計画を以下のように策定しました。

•  革新的なサーバー、ストレージ、ネットワーク、およびデータセンター
施設向けテクノロジーの活用

•  ソフトウェア・デファインド・ストレージの採用

•  ネットワーク効率の向上（SDNソフトウェア機能への投資によるオー
ケストレーションのメリットの拡大は、この計画の一部です）

•  データセンター施設の効率向上

インテル IT部門のデータセンター戦略は、2010年から 2013年末
までに 1億 8,400万米ドル以上のビジネス価値を創出し、データセン

ターの最適化は収益増に大きく貢献しました。また、インテル IT部門
は、14のベスト・プラクティスと、データセンター施設、演算、ストレージ、
ネットワークに割り当てられるビジネス価値を定義しました。

インテル IT部門のデータセンター戦略の具体的な内容とベスト・プラ
クティスのリストを参照してください。

インテル IT部門のデータセンターの 
最適化に関する資料

インテル IT部門は、データセンターの最適化に関する経験およびベス
ト・プラクティスを、以下の資料として公開しています。

『Data Center Efficiency and Retrofit Best Practices』（英語）

インテル IT部門は、既存データセンター施設の物理的スペースとイン
フラストラクチャーの設備増強によってデータセンターの効率を向上さ
せる、一連のベスト・プラクティスを開発してきました。その結果、設備
増強はデータセンターの新設よりもコストが少なくて済むことや、デー
タセンターの使用期間の延長と刻 と々変化するビジネス要件への適応
に効果的であることが分かりました。インテルは、これらのベスト・プラ
クティスに従って、ユーザーに悪影響を及ぼすことなく、データセンター
の効率と処理能力の向上、設備投資の収益率の最適化、運用コスト
の削減を実現しました。

ベスト・プラクティスに関する資料を参照してください。

『Intel IT Redefines the High-Density Data Center:1,100 Watts/
Sq Ft』（英語）

インテル IT部門は、設計のベスト・プラクティスを利用して、5,000平
方フィートのウエハー製造工場を高密度データセンターに転換しまし
た。その結果、ラック電力密度は 1ラック当たり最大 43kWとなり、
従来の 1.5倍に向上しました。ほぼ 1年を通じて自然換気冷却を利
用し（換気冷却装置の利用はわずか 39時間のみ）、業界平均の 10
倍に相当する 1平方フィート当たり1,100Wの冷却密度を達成しま
した。今後の 12カ月で、インテル IT部門は、極めて低い電力使用効
率（PUE）のスコア（1.1）を報告する見通しです。

高密度データセンターの事例を参照してください。

事例：インテル IT部門

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/data-center-efficiency-and-retrofit-best-practices-paper.html
https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/data-center/intel-it-redefines-high-density-data-center-1100-watts-per-sqft-paper.html
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今日のデータセンターは、これまでにないほど大きなプレッシャーにさら
されています。今後もこうしたプレッシャーが弱まることはなく、最適化
された最新のテクノロジーの導入を怠った場合、そのリスクは企業収
益に直接影響を与えます。

エンタープライズ・データセンターは、ビジネスの成長を加速する俊敏性
と効率の実現に向けて進化しなければなりません。クラウド・コンピュー
ティング、高性能コンピューティング、ビッグデータをサポートする強力
なテクノロジーはすでに存在します。これらのテクノロジーは、ビジネス
ユーザーへのサービス提供を支援し、その導入に成功した企業に対し
て大きなビジネスチャンスをもたらします。

インテルは数十年にわたってデータセンター・テクノロジーの強化に取
り組んできました。現在も、幅広いエコシステムとの協力関係の下、
高性能で効率的なインテル ® アーキテクチャー上で動作するソリュー
ションを提供しています。またインテルは、データセンター・インフラ
ストラクチャーのアップグレードと最適化に向けた明確なプロセスに
よって、顧客の皆様を支援します。最適化プロジェクトの計画に必要な
リソース、ガイダンス、ツールについては、http://www.intel.co.jp/
content/www/jp/ja/data-center/data-center-optimization.
html をご覧ください。

まとめ

インテルは、将来的にソフトウェア・デファインド・インフラストラ
クチャー（SDI）を導入できるように、ハードウェア・レベルの基
盤を確立しました。SDIでは、すべてのデータセンター・インフ
ラストラクチャーがソフトウェアによって自動プロビジョニング
されます。IT部門がイノベーションをもっと追求できるように、
インテルは業界リーダー各社と積極的に協力して、データセン
ター・テクノロジーの開発に取り組んでいます。

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/data-center/data-center-optimization.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/data-center/data-center-optimization.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/data-center/data-center-optimization.html


16 プランニング・ガイド　データセンターの最適化  |  2014年8月

データセンターのアップグレードおよび最適化プロセスの進捗状況と、
次に進むべきステップを検討するにあたっては、以下に示す考慮すべ
き項目を順次確認してください。ただし、ここには掲載されていない項
目もあります。このリストには、データセンターに関する広範な考慮事
項の中から、主要な項目のみを紹介しています。

オペレーショナル・エクセレンス：古いインフラストラクチャーの交換
「データセンターは希望するレベルにありますか？」という問いに答える
にあたって。

•  データセンター戦略を作成しましたか？

•  データセンターの現状と、効率的な仮想化とクラウドサービスをサ
ポートするために必要な状態とのギャップを認識できますか？

•  インフラストラクチャーのアップグレードについて、どのような計画があ
りますか？

•  演 算

 -  古いサーバーを交換しましたか？
 -  ユーザーのサービスのプロビジョニングに、どれだけの時間がかか
りますか？

 -  全 IT予算の何 %をコンピューティング・リソースに配分していま
すか？

•  ネットワーク・バックボーン

 -  10GbE、40GbE、または 100GbEを使用していますか？
 -  ユーザーのサービスのプロビジョニングに、どれだけの時間がかか
りますか？

 -  全 IT予算の何 %をコンピューティング・リソースに配分していま
すか？

•  ストレージ

 -  ストレージ・アーキテクチャーはどのように構成されていますか？
 -  テープ、回転ディスク、SSDを使用していますか？
 -  ユーザーのサービスのプロビジョニングに、どれだけの時間がかか
りますか？

 -  全 IT予算の何 %をコンピューティング・リソースに配分していま
すか？

•  施 設

 -  既存のデータセンターの設備を増強し、統合、高密度の機器、電
力効率の向上によって効率を上げることができますか？

•  インフラストラクチャーを最新の状態に維持するために、定期的な更
新サイクルを確立していますか？

•  データセンターの何%が仮想化されていますか？

革新的なサービスデリバリー：クラウドへの移行
「データセンターはクラウド・コンピューティングをサポートできますか？ 
また IT部門は、サービスベンダーを利用してユーザーに迅速に応答で
きるだけの俊敏性を備えていますか？」という問いに答えるにあたって。

•  ガバナンス、データの位置、セキュリティー、プライバシー、コンプライ
アンスの問題に対処するクラウド戦略を確立していますか？

•  どのワークロードをプライベート・クラウド、パブリック・クラウド、ハイブ
リッド・クラウドに所属させるかを評価しましたか？

•  IT部門は現在パブリック・クラウドSoftware as a Service（SaaS）
アプリケーションをサポートしていますか？

•  パブリック・クラウドのワークロードの一部をプライベート・クラウド環
境に移すことを検討しましたか？

•  どのタイプの自動化ツールが実装されていますか？

•  何台のシステムが自動化されていますか？

•  Infrastructure as a Ser vice（IaaS）による自動セルフサービス・
プロビジョニングを提供していますか？

•  開発者に Platform as a Ser vice（PaaS）へのアクセスを許可し
ていますか？

•  開発チームは、拡張性の高いクラウド認識型アプリケーションを設計
できますか？

新しいビジネスチャンスの活用：特定のテクノロジー機能の導入
•  基本的インフラストラクチャーは、以下の機能をサポートできますか？

 -  ビッグデータ・プロジェクト
 -  エンタープライズ・モビリティー・プログラム
 -  企業全体にわたるソーシャル・コンピューティングおよびコラボレー
ティブ・コンピューティング

• SDIの導入を検討していますか？

 -  ネットワーク仮想化またはソフトウェア・デファインド・ネットワーク
 -  ストレージ仮想化またはソフトウェア・デファインド・ストレージ

次のステップ：データセンター最適化プロセスの 
進捗状況の確認
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インテル ITセンターが提供する以下のリソースをご利用ください。データセンターのアップグレードおよび最適化プロセスの次のステップへのガイド
となる、幅広いコンテンツを用意しています。

インテル® データセンター製品のWebサイト

 •  インテル® Xeon® プロセッサー：http://www.intel.co.jp/xeon/

 •  インテル® ストレージ・ソリューション：http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/storage/storage-products.html

 •  インテル® Solid-State Drive：http://www.intel.co.jp/ssd/

 •  インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター：http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/network-adapters/
converged-network-adapters.html

 •  インテル® イーサネット・ギガビット・サーバー・アダプター：http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/network-adapters/gigabit-
network-adapters/ethernet-server-adapters.html

データセンターのアップグレード・ツール

『Intel® Xeon® Processor-Based Server Refresh Savings Estimator』

この ROI試算ツールに既存の環境に関するデータを入力することで、最新世代のインテル® プロセッサー搭載サーバー、インテル® イーサネット製
品、およびインテル® Solid-State Driveで置き換えた場合の収益を評価できます。

http://estimator. intel .com/ser verroi/   （英語）

『Intel IT Server Sizing Tool』

既存の環境から得られた実際のデータに基づいて、プロジェクトのライフサイクルに最適なサーバーを決定できます。

http://estimator. intel .com/ser versizing/   （英語）

『Intel® Solid-State Drive Data Center TCO Calculator』

既存のハードディスク・ドライブのパフォーマンスを基準にして、インテル® Solid-State Driveを導入した場合に可能なコスト削減額と消費電力
の削減量を試算できます。

http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-data-center-tco-calculator-tool.html   （英語）

アップグレードと最適化に関するインテル IT部門のリソース

『エンタープライズ環境におけるソフトウェア定義ネットワーク（SDN）の採用』

インテル IT部門は、ネットワークとネットワーク・サービスのオンデマンド・プロビジョニングを実現し、インテルのアプリケーション開発者に対するサ
ポートを改善するために、SDNを採用しました。（8ページ）

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/adopting-software-defined-networking-
in-the-enterprise-paper.html

関連資料

http://www.intel.co.jp/xeon/
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/storage/storage-products.html
http://www.intel.co.jp/ssd/
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/network-adapters/converged-network-adapters.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/network-adapters/converged-network-adapters.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/network-adapters/gigabit-network-adapters/ethernet-server-adapters.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/network-adapters/gigabit-network-adapters/ethernet-server-adapters.html
http://estimator.intel.com/serverroi/
http://estimator.intel.com/serversizing/
http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-data-center-tco-calculator-tool.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/adopting-software-defined-networking-in-the-enterprise-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/adopting-software-defined-networking-in-the-enterprise-paper.html
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『業務改革に向けたインテル IT部門のデータセンター戦略』

インテル IT部門のデータセンター戦略は、2010年から2013年までに 1億 8,400万米ドルを上回る新たなビジネス価値を創出しました。その
詳細と次のステップについて説明します。（14ページ）

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html

『Data Center Efficiency and Retrofit Best Practices』

インテルは、一連のベスト・プラクティスに従って、ユーザーに悪影響を及ぼすことなく、データセンターの効率と処理能力の向上、設備投資の収益
率の最適化、運用コストの削減を実現しました。（20ページ）

http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/data-center-efficiency-and-retrofit-best-
practices-paper.html   （英語）

『Intel IT Redefines the High-Density Data Center:1,100 Watts/Sq Ft』

インテル IT部門は、設計のベスト・プラクティスを利用して、5,000平方フィートのウエハー製造工場を高密度データセンターに転換しました。その
結果、ラック電力密度は 1ラック当たり最大 43kWとなり、従来の 1.5倍に向上しました。ほぼ 1年を通じて自然換気冷却を利用し（換気冷却
装置の利用はわずか 39時間のみ）、業界平均の 10倍に相当する1平方フィート当たり1,100Wの冷却密度を達成しました。（8ページ）

https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/data-center/intel-it-redefines-high-density-data-center-1100-watts-per-sqft-
paper.html   （英語）

『エンタープライズ環境におけるソフトウェア定義ネットワーク（SDN）の採用』

インテル IT部門は、インテルのネットワークへの要求の増大に対応するため、ビジネス要件に対応できなくなった低速の接続を更新して、10GbE
接続と40GbE接続を組み合わせたアップグレードを進めています。（8ページ）

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/adopting-software-defined-networking-in-
the-enterprise-paper.html

『インテル® Xeon® プロセッサー E7-4800 v2製品ファミリーで半導体設計を迅速化』

インテル IT部門は、データセンターを最新のインフラストラクチャーに移行することで、インテルの HPC環境における半導体設計作業をどれほど迅
速化できるかを実証しました。（4ページ）

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/accelerating-silicon-design-intel-xeon-
processor-e7-4800-v2-paper.html

アップグレードと最適化に関するその他のリソース

『クラウド入門： パブリック vs プライベート vs ハイブリッド』（ビデオ）

最適化されたデータセンターが、ビジネスユーザーに対して、効率性と俊敏性に優れたクラウドサービスをいかに提供できるかについて説明します。

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-101-video.html

『データセンターの要件： 運営の効率化に向けた刷新と最適化』（ビデオ）

高性能なデータセンター・テクノロジーへのアップグレードにより、IT管理を簡略化できます。高速で高性能なインフラストラクチャーは、高度なセキュ
リティー、仮想化の拡大による俊敏性の向上、統合と効率化による運用コストの削減、クラウド・サービス・デリバリーの合理化を実現します。

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/data-center/data-center-refresh-for-operating-efficiency-video.html 

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/data-center-efficiency-and-retrofit-best-practices-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/data-center-efficiency-and-retrofit-best-practices-paper.html
https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/data-center/intel-it-redefines-high-density-data-center-1100-watts-per-sqft-paper.html
https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/data-center/intel-it-redefines-high-density-data-center-1100-watts-per-sqft-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/adopting-software-defined-networking-in-the-enterprise-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/adopting-software-defined-networking-in-the-enterprise-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/accelerating-silicon-design-intel-xeon-processor-e7-4800-v2-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/accelerating-silicon-design-intel-xeon-processor-e7-4800-v2-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-101-video.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/data-center/data-center-refresh-for-operating-efficiency-video.html
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『インテル® データセンター・マネージャーとインテル® ノード・マネージャー』（ビデオ）

このアニメーションでは、インテル® データセンター・マネージャーおよびインテル ® ノード・マネージャーが、サーバー、ラック、およびデータセンター・
レベルでどのように電力管理をオーケストレーションするかを説明します。（3分 53秒）

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-computing-xeon-policy-based-power-management-
animation.html 

『Data Center Architecture of the Future』（ビデオ）

インテルのフューチャリストの Steve Brownが、インテルの次世代データセンターとSDIのビジョンについて説明します。SDIは、従来よりも柔軟
で応答性に優れたデータセンター・アーキテクチャーを実現します。これにより、IT部門は新しいサービスや機能の構想と管理に集中できます。

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/data-center/future-of-computing-vision-video.html

『Migrate the Data Center to Open Standards:Why It Makes Sense』（ビデオ）

オープン規格に基づく相互運用性のあるビルディング・ブロックへの移行によって、応答性に優れた安全で俊敏性に優れたデータセンターに最適
な、柔軟で拡張性の高いインフラストラクチャーが実現されます。（3分 06秒）

http://www.intel.com/content/www/us/en/risc-migration/migrate-to-open-standards-part-1-video.html   （英語）

『プランニング・ガイド：プライベート・クラウドでの Infrastructure as a Service』

適切なインフラストラクチャーを使ってクラウドサービスのデリバリーモデルを構築すれば、クラウド・コンピューティングの俊敏性と効率をフルに活用
できます。（20ページ）

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-computing-private-cloud-infrastructure-as-a-service-
guide.html 

『Why Choose a Data Center Class Solid-State Drive?』

このテクノロジー概要では、データセンター・グレードの SSDの性能テストによってパフォーマンスを実証し、これらのストレージリソースを選ぶべき
経済的な理由について説明します。（5ページ）

http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/data-center-class-solid-state-drive-brief.html   （英語）

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-computing-xeon-policy-based-power-management-animation.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-computing-xeon-policy-based-power-management-animation.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/data-center/future-of-computing-vision-video.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/risc-migration/migrate-to-open-standards-part-1-video.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-computing-private-cloud-infrastructure-as-a-service-guide.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-computing-private-cloud-infrastructure-as-a-service-guide.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/data-center-class-solid-state-drive-brief.html
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1   『Cisco Visual Networking Index:2014 VNI Complete Forecast Introduction』（ビデオ）、Cisco（2014年 6月 18日）。http://www.youtube.com/watch?v=KUwQmS6Cmeg  （英語）

2  Rungta、Sanjay、Matt Ammann、Mohammad Ali、Kevin Connell『Preparing Intel’s Data Center Network Architecture for the Future』、インテル IT部門（2014年 7月）。
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/preparing-intel-data-center-network-architecture-for-the-future-paper.html  （英語）

3  Krishnapura、Shesha、Shaji Achuthan、Bob Barnard、Vipul Lal、Raju Nallapa、Sanjay Rungta、Ty Tang『業務改革に向けたインテル IT部門のデータセンター戦略』、インテル
IT部門（2014年 1月）。http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html

4  Warrilow、Michael、Matthew Cheung『Will Private Cloud Adoption Increase by 2015?』、Gartner Research Note G00250893（2013年 5月 13日）。

5  Bartels、Andrew、Christopher Mines、Joanna Clark『Forrsights: IT Budgets and Priorities in 2013』、Forrester（2013年 4月 25日）。http://www.forrester.com/
Forrsights+IT+Budgets+And+Priorities+In+2013/fulltext/-/E-RES83021?isTurnHighlighting=false&highlightTerm=Forrsights:%20IT%20Budgets%20And% 
20Priorities%20In%202013  （英語）

インテルの ITセンターについて

『プランニング・ガイド：データセンターの最適化』は、インテルの IT担当者向けプログラムであるインテル ITセンターが提供しているものです。
インテル ITセンターは、インテルのテクノロジーについて、明確かつ簡潔な情報を提供することで、仮想化、データセンターの設計、クラウド、
クライアント /インフラストラクチャーのセキュリティーなどの戦略的プロジェクトに携わる IT担当者を支援します。以下の情報については、
インテル ITセンターのWebサイトを参照してください。

• 重要なプロジェクトに役立つプランニング・ガイド、ピアリサーチ、ソリューションのスポットライト

• IT担当者が直面している課題に対する他社の取り組みを示す実際の事例

• インテルの IT部門が、クラウド、仮想化、セキュリティー、およびその他の戦略的イニシアチブをどのように実現しているか

• インテル製品の専門家やインテルの IT担当者からアドバイスを受けられるイベントの情報

詳細については、http://www.intel.co.jp/ITCenter/ を参照してください。
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