
この資料の概要

このホワイトペーパーでは、Platform as a Service（PaaS）について説明します。PaaS
とは、開発者チームがクラウド・アプリケーションのプロビジョニング、開発、ビルド、テスト、 
ステージングの能力を持つことを可能にするクラウドベースのサービスの集まりです。
PaaSによって以下の要件を実現できます。

•  開発者がアプリケーションのクラウドでの利用をより簡単に推進できるようにすること
で、組織でクラウドサービスの需要を生み出し、導入を拡大する

•  設計や導入の複雑さに煩わされることなく、開発者は、付加価値の高い革新的なサー
ビスの作成に持てる創造力をフルに発揮できるようにする

•  ハイブリッド・クラウド・モデルへの移行を簡素化するクラウド対応の設計原則のアプリ
ケーションにおける使用を促進する

•  複数のプラットフォームやデバイスに対応するモバイル・アプリケーションの開発に最
適なプラットフォームを提供する

•  計画の 6つのステップに従って、組織に戦略的なオプションを提供する
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開発者は PaaSの使用を好む傾向があります。Forresterの
「Forrsights Developer Survey, Q1 2013」（英語）によると、開
発者がアプリケーションを構築する際にクラウドを活用するようになっ
た一番の理由は開発のスピードであり、次いで重要なプロジェクトにリ
ソースを集中させることができること、そしてビジネスの俊敏性の向上
となっています。1

クラウド・サービス・レイヤー

IaaSは、基本的なクラウド提供モデルの最下位のサービスレイヤー
です。IaaSでは、利用しやすい方法でインフラストラクチャーにアクセ
スできるので、企業は仮想マシン（VM）、ストレージ、データベース、そ
の他のサービスをオンデマンドで利用できます。こうしたクラウド提供モ
デルの最上位のサービスレイヤーは、アプリケーションのクラウドベース
のバージョンを提供するSoftware as a Service（SaaS）です。そして、
PaaSは、組織のニーズに合わせて調整されるカスタマイズされたアプ
リケーションを構築してホストするアプリケーション開発プラットフォーム
を提供します。

PaaSは開発のスピードと生産性の問題に対処します。従来の時間の
かかる開発サイクルでは、今日の変化の激しい世界の要求には対応で
きません。PaaSは、一貫性のあるクラウド対応アプリケーションの迅速
な開発、テスト、導入を可能にします。IT部門は、IaaSだけでも VM
中心のワークロードを簡単に導入できますが、PaaSを使用する場合、
APIへの標準化されたアクセスと一般的なプログラミング言語を使用
して、テストと開発を簡素化し、迅速化することで、新しいサービスを市
場に投入できます。

このホワイトペーパーでは、新しいサービスを提供するための基盤で
あるプライベート・クラウドとPaaSを使用して、ITシステム運用スタッ
フと開発者が DevOpsモデルで効率的に作業できるようにする方法
を取り上げます。PaaSにより、開発者コミュニティーで斬新な創造力
を発揮して、クラウドからより大きな価値を引き出すことができる革新
的なビジネスサービスを生み出す方法について説明します。このホワイ
トペーパーで紹介するベスト・プラクティスの大半は、PaaSに関する
インテル IT部門の経験に基づいています。詳細については、このホワ
イトペーパー全体にわたって引用されている各参考資料を参照してく
ださい。

開発者の創造力の活用による
クラウドサービスの需要の促進

クラウド・テクノロジーが成熟し続ける中で、組織の幅広い顧客にクラウ
ドサービスを提供する企業がますます増えています。クラウドが実現す
る 3つのサービスレイヤーの中で、最も一般的に提供されるサービス
が Infrastructure as a Ser vice（IaaS）です。IaaSの提供は、クラ
ウドサービスを提供する上で効果的な第一歩となります。IaaSは、IT
運用の拡張性と効率性を向上させるためのモデルとしてクラウド・コン
ピューティングを導入する最適な方法であり、IaaSにより、IT部門はク
ラウドサービスの調整役として位置付けられます。ただし、プライベート・
クラウド・サービスの提供は、IaaSに限定されるわけではありません。

より高レベルの Platform as a Ser vice（PaaS）では、クラウド対応
アプリケーションを一貫した方法で迅速に構築することが容易になり、
プライベート・クラウドから最大限の価値を引き出す大きなチャンスが
生まれます。特にサービスを開発してテストする際に、オープン APIを
使用して PaaSレイヤーを構築すると、開発者は PaaSフレームワーク
に構築された IaaSを速やかに利用できます。開発者は弾力性のある
Webスケールの開発環境で作業することによって、安全性が確保され
た豊富なサービスを利用できるようになり、ハイブリッド・モデルで必要
に応じてパブリック・クラウド・サービスに移行する柔軟性が得られます。

クラウドサービス提供モデル

クラウドは、3つの基本的なモデル（レイヤー）を介してサービス
を提供します。

Software as a Service（SaaS）

Platform as a Service（PaaS）

Infrastructure as a Service（IaaS）

http://www.forrester.com/Forrsights+Developer+Survey+Q1+2013/-/E-SUS2151
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PaaSへの関心の高まり

現在、PaaS市場は成長の初期段階にあります。しかし、テクノロジー
の成熟に伴って、企業は一般的なクラウドの組織への導入を拡大し、
開発プロセスを簡素化する方法として、PaaSに目を向け始めてい
ます。Gartnerは、PaaSの世界市場が 2012年の 38億ドルから、
2017年には 140億ドル以上に成長すると予測しています。2

この収益額は、2017年に企業がクラウドに費やすと予測される
2,350億ドルの約 6%に相当し 3、ベンダーは、開発者向けのツール
やアプリケーション・プラットフォームからビジネスアナリストが利用でき
るサービスまで、さまざまなサービスを提供し続けています。

PaaSは IT組織に大きなメリットをもたします。

•  新しいサービスの市場投入までの時間の短縮：開発者は、最小限の
資本コストでクラウド対応アプリケーションの設計と導入の迅速化を
可能にする、さまざまな自動ツールやテクノロジーを利用できるように
なり、従来の開発サイクルに比べ、新しいクラウド・アプリケーション
の作成を大幅に迅速化できます。開発サイクルタイムの短縮により、
より多くの新製品を市場に速やかに投入できます。さらに、ソフトウェ
ア・プロジェクトの開始、テスト、導入に要する時間の大幅な短縮によ
り、IT部門はマーケティング・キャンペーンなどの期間限定のプロジェ
クトも支援できます。

•  クラウドでのみ利用できるサービスへのアクセス：開発者は、PaaS
プラットフォームを介してサービスとして提供される特定の機能を選
択し、パブリック・クラウド・プロバイダーの SaaSサービスをカスタ
マイズ、拡張、統合することが可能になります。ソリューションはユー
ザーのニーズに合わせて調整されるため、事業部門（LOB）のマ
ネージャーが IT部門の目の届かない構想を進める可能性が低くな
ります。

•  クラウドで実行されるレガシー・アプリケーションの再ホストまたは
再設計が可能：多くの場合、最小限の変更での対応が可能です。
既存のアプリケーションを移植する場合、IT運用コストを削減し、俊
敏性を高め、利用範囲を広げることができます。また、開発者はレガ
シー・インフラストラクチャーの複雑さに煩わされることがなくなり、
コア・コンピテンシーに焦点を合わせることが可能になります。

•  動的環境専用のクラウド対応アプリケーションを構築することでアプ
リケーションの統合の問題に対処：環境間で簡単に移動できるアプリ
ケーションを設計すれば、プライベート・クラウド・テクノロジーの社内
導入を促進できます。また、社内リソースとパブリックにホストされたリ
ソースを効果的に統合するハイブリッド・クラウドへの道も開けます。

DevOpsについて

DevOpsは、クラウド対応の開発と導入を迅速化する新たな ITの
一分野です。

DevOpsモデルでは、開発と運用がサイロ化されなくなります。
Platform as a Service（PaaS）によって、アプリケーションの開発、
テスト、導入、拡張、監視が自動化され、プロビジョニングされます。
開発者は、カスタム・アプリケーションの構築を簡素化でき、自らア
プリケーションをインフラストラクチャーに導入できます。
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PaaSは、アプリケーション・インフラストラクチャー、オペレーティング・
システム、ミドルウェア、構成の詳細情報を抽象化するサービスの集ま
りです。開発者チームは PaaSを使用することで、IT部門の支援がな
くても、アプリケーションのプロビジョニング、開発、ビルド、テスト、ステー
ジングを行うことができます。PaaSは、セルフサービス、オンデマンド・
ツール、リソース、自動化、ホストされたプラットフォーム・ランタイム・コン
テナーによってアプリケーションの導入を容易にします。これにより、導
入キットの必要性が排除され、開発者は物理サーバーや VMを構成し
て待機したり、アプリケーション・ライフサイクルの中でファイルを環境間
でコピーする必要はなくなります。

PaaSでは、各マイルストーンに関連する多数の手順や機能を自動化
することで、ライフサイクル管理（アプリケーションの構築から使用終了
時の削除まで）が簡素化され、標準化されます。また、PaaSにより、
バージョン更新、パッチの適用などの保守作業も簡素化できます。

PaaSのしくみ

PaaSでは、アプリケーションはコマンドライン・インターフェイスからクラ
ウドにプッシュするか、プラグインを使用して対話型開発環境（IDE）か
ら直接プッシュします。アプリケーションの分析後、アプリケーションは
リソース要件に適合するランタイムコンテナー内でホストされます。

PaaSでは、スケーリング機能に加え、高可用性、自動構成、負荷分散、
管理用のツール類も提供されます。

PaaSでは、社内の他の環境から分離する必要がある環境向けに、1
つのクラウドまたは複数のクラウドで複数のコピーをインスタンス化で
きます。これは、コンプライアンスの問題やアプリケーションの内部向け
セットと外部向けセットを考慮する必要があるアプリケーションにとって
重要です。これらの各用途で、開発者は共通のツールやベスト・プラク
ティスを引き続き使用しつつ、個別の安全な環境を使用できます。企
業は PaaSを使用することで、ローカルリソースとデータを組み合わせ
て、各種 Webサービスのマッシュアップをパーソナライズすることもで
きます。

PaaS：アプリケーション設計のための
クラウドレイヤー

PaaSのアプリケーション・ライフサイクル

PaaSでは、アプリケーションの構築、実稼動環境への導入、
拡張が標準化および自動化され、アプリケーションは使用終了
時に削除されます。

出典：「Intel IT Cloud:PaaS Journey」（英語）。Deploycon 2013の基調講演
（2013年 5月 2日）。

計 画

設 計

開 発

ビルド

テスト

導 入

管 理

使用終了

PaaSの 
自動化の対象

https://www.youtube.com/watch?v=9jnptf7ZU7Y
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PaaSと IaaS

PaaSは、IaaSの上に構築した場合に効率は最大化されます。通常、
クラウド環境で構築を行う開発者は、プラットフォームの深部にあるアプ
リケーション・サーバー、Webサーバー、データベースへのアクセスを
好む傾向があります。

IaaS環境では、PaaSによってアプリケーションのキャパシティーだけ
でなく、PaaS機能のキャパシティーも簡単に拡張できます。また、1つ
の IaaS環境で、カスタム・アプリケーションと商用アプリケーションの
組み合わせをホストすることもできます。IaaS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 Ser vice」を参照してください。

Infrastructure as a Service（IaaS）の上にPlatform as a Service（PaaS）を構築すると、開発者の生産性を向上させることができます。
PaaSの導入が増えるにつれて、IT投資と総保有コストが減少します。

出典：「Intel IT Cloud: Our PaaS Journey」（英語）。Deploycon 2013の基調講演（2013年 5月 2日）。

インテル IT部門のPaaS構想

インテル IT部門は、Infrastructure as a Ser vice（IaaS）によってサー
バーのプロビジョニングを自動化することで、大きな成果を挙げました。リ
ソースのプロビジョニングの所要時間が数カ月から 1時間足らずに短縮さ
れました。次に目指したステップは、Platform as a Service（PaaS）によっ
て、カスタマー・アプリケーションの開発を迅速化し、クラウド対応の設計
原則を促進することでした。これまで、カスタム・アプリケーションには平均
70日かかっており、開発者は基盤となるインフラストラクチャー、仮想マシン
（VM）のプロビジョニング、構成、オペレーティング・システム、ミドルウェア、
ストレージに精通している必要がありました。インテルの目標は、このプロセ
スに要する期間を 1日に短縮することでした。インテル IT部門は、プラット
フォーム・サービスで、モバイル・アプリケーション、ハイブリッド・アプリケー
ション（複数のクラウドでホストされるアプリケーション）、サービス指向アプ
リケーションの 3種類のアプリケーションを対象としていました。

3カ月の概念実証の間に、インテル IT部門はオープンソース・プログラミン
グ言語を標準とし、インテルのプライベート・クラウドの IaaSに PaaSを導
入しました。結果として作成されたソリューションにより、柔軟なセルフサー
ビス環境、オンデマンド・ツール、リソース、自動化、インテルで使用されてい
るプログラミング言語とフレームワークをサポートするホスト型プラットフォー
ムが実現されました。

インテル IT部門では、実稼動までのパスの自動化、ホスティング、プロビ
ジョニング、パッチの適用、サービスとWebサービスのより緊密な統合な
ど、サービスと機能を強化するためのロードマップを引き続き実践していま
す。その他の短期目標としては、モバイル・アプリケーションとハイブリッド・
アプリケーションの設計パターンを提供し、ハイブリッド・クラウドでアプリケー
ションの部分的な移行と完全な移行を試みることです。

出典：「Extending Intel’s Enterprise Private Cloud with Platform as a Service」（英語）。インテル IT部門（2012年 6月）。
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アプリ
ケーション

1

アプリ
ケーション

2

アプリ
ケーション

3

アプリ
ケーション

n

Platform as a Service（PaaS）
共通のランタイム・プラットフォーム

アプリケーション開発
アプリケーション・ホスティング

Infrastructure as a Service（IaaS）
仮想化

ネットワーク、演算、ストレージ

PaaSツールと 
自動化

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
https://www.youtube.com/watch?v=9jnptf7ZU7Y
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/extending-intels-enterprise-private-cloud-with-platform-as-a-service.html
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PaaSベンダーの環境

PaaSベンダーの環境は急速に拡大しており、PaaSはプライベート・ク
ラウド・サービスの一部として提供されることも、パブリック・クラウド・プ
ロバイダーを通じて提供されることもあります。サービスには、複数の
言語、アプリケーション・サービス、およびデータ・テクノロジーのサポー
トや、統合 /ビジネスプロセス管理サービスを含めることができます。

Amazon* Web Ser vices、Facebook、Googleなど、多数のパブ
リックPaaSプロバイダーが、ビジネスユーザーを対象にしたサービス
を提供しています。IT部門は、企業の ITサービスの一部として PaaS
を提供することで、これらのサービスを独自に利用したいと考えている
LOBユーザーの一歩先を行くことができます。

エンタープライズ・レベルのソリューションは、さまざまな設計ニーズを
対象としており、定評のあるベンダーだけでなく、多数の新規参入ベン
ダーからも提供されています。例えば、Red Hat* OpenShif t*は、
PaaSのホスト型プライベート・データセンター・バージョンを提供し
ます。Cloud Foundr y*プラットフォームは、VMwareによって開発
され、2011年に Apache* License 2.0の下で初めてリリースされ
たオープンソース PaaSです。これは、2013年末に Pivotal One*
（ビッグデータ専用の PaaS）をリリースしたスタートアップ企業である
Pivotalの製品にも含まれています。4 Jelastic*クラウド・ホスティン
グ・プラットフォームは、最小限のコーディングで Java*/PHPアプリケー
ションを構築することを目的としており、国際的なホスティング・パート
ナーとデータセンターを持っています。

エンタープライズ・レベルのPaaS製品 /サービス

定評のある Platform-as-a-Ser vice（PaaS）製品 /サー
ビスの例：

• Amazon* Elastic Beanstalk
• Salesforce1* プラットフォーム
• Google App Engine*
• IBM* Bluemix*
• Oracle* クラウド・プラットフォーム
• Red Hat* OpenShift*
• Windows Azure* Webサイト

スタートアップ企業の例：

• AppFog
• Apprenda
• AppScale
• Caspio
• Cloud Foundry（オープンソース）
• CloudBees
• cloudControl
• dotCloud（現在のDocker)
• Engine Yard
• Heroku
• Iron Foundry（オープンソース）
• Jelastic
• Nodejitsu
• Pivotal CF
• Ubuntu for cloud
• WaveMaker（旧 ActiveGrid）

注意：リストの出典：Dan Sullivan。「PaaS Providers List:2014 Comparison 
and Guide」（英語）。Tom’s IT Pro（2014年 1月 31日）加筆。

http://cloudfoundry.org/index.html
http://www.tomsitpro.com/articles/paas-providers,1-1517.html
http://www.tomsitpro.com/articles/paas-providers,1-1517.html
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クラウド開発の原則の促進： 
インテルのコードアソン（code-a-thon）

インテルでは、クラウド対応コードアソンと呼ばれる実習イベン
トによって、開発者がクラウドに対応した設計を行えるようにな
るためのトレーニングを実施しています。このトレーニングでは、
最高レベルのアプリケーションを作成した開発者に対して、最
新の Ultrabook ™ デバイスなどの賞品が授与されます。参
加者は、PaaSを使用して、各自のアプリケーションをインテル
のエンタープライズ・プライベート・クラウド環境に導入します。
トレーニングの一環として、クラウド対応の設計原則を学び、
実践的なコーディングを行い、アプリケーションの配置を実践
します。審査は、アプリケーションでクラウド対応の原則がどの
程度効果的に使用されているか（各レイヤーのセキュリティー、
Webサービスの利用など）、さらに全体的な有用性に基づい
て行われます。

その結果、Expert Finder（従業員をインテルの専門家と結
び付ける）、カフェテリア・アプリケーション（特定の品目の供
給状況に関する最新情報を提供する）、パーキング・アプリケー
ション（インテル構内の空いている駐車場の位置を示す）、サバ
ティカル・カウントダウン・カレンダー（サバティカル休暇までカ
ウントダウンする）など、とても興味深いアプリケーションが生ま
れました。

出典：「Inside IT:Cloud Aware Code-A-Thon」（英語）（ポッドキャスト）（2013年
4月 30日）、および「Maximizing Cloud Advantages through Cloud-Aware 
Applications」（英語）インテル IT部門（2013年 5月）。

考え抜かれたクラウド対応アプリケーション開発では、基盤となるイン
フラストラクチャーを最大限に活用して、拡張性、パフォーマンス、回
復性を向上させることができます。アプリケーションを最初から統合機
能で強化できるため、ワークロードをパブリック・クラウドにバーストした
り、必要に応じてプライベート・クラウドに戻すことのできるハイブリッド・
クラウド環境を実現できます。さらに、動的環境向けのアプリケーション
は、冗長データセンターで（または複数のクラウド・プロバイダーを利用
して）ホストすることによって、災害によって生じるデータとサービスの
損失を回避できるため、ビジネス継続性という目標支援に役立ちます。

一方、開発者の観点から見ると、PaaSはイノベーションと創造力のた
めのプラットフォーム（最先端のツールとテクノロジーを使用して、クラ
ウドに対応するアプリケーションを設計できるプラットフォーム）を提供
します。

クラウド開発の課題

開発者は、クラウドに対応するカスタム・アプリケーションの構築と導入
に関して多くの課題に直面しています。

•  複雑さと時間：開発は、手動の手順とフェーズごとに専用の環境を
使用する長期にわたるプロセスです。インテルの開発プロセスを見直
したところ、43個の手動アクティビティーを含む 16個の主要ステッ
プと75個のサブステップがありました。完全に自動化されたアクティ
ビティーはわずか 16個でした。5

•  非効率的なリソース使用率：開発者はアプリケーション開発用のキャ
パシティーをプロビジョニングする必要がありますが、実際に必要な
キャパシティーの予測は簡単ではありません。そのため、一般に過剰
な見積りがリソース使用率の低下とコストの増加を招いています。

•  標準と拡張性：通常、開発者は、構成、オペレーティング・システム、ミ
ドルウェアの標準がない状態で、各アプリケーション・スタックを個別
に（単独のものとして）扱います。これは非効率的であるだけでなく、
後で行うパッチの適用や更新に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、標準の欠如により、アプリケーションを環境間で移行すること
が非常に困難になります。

•  クラウド・アプリケーションの設計原則：仮想化された弾力性のある
マルチテナント環境で、簡素化され、耐障害性を備えたモジュール型
のサービスとして実行されるアプリケーションを作成する際に使用でき
るクラウド対応の設計原則を、開発者は知らないことがよくあります。

クラウド対応の開発

http://www.youtube.com/watch?v=_4i4MsrOIpA
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/maximizing-cloud-advantages-through-cloud-aware-applications-paper.pdf
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/maximizing-cloud-advantages-through-cloud-aware-applications-paper.pdf
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PaaSを使用することで開発者が得られるメリット

PaaSは、設計の課題に対処し、開発者が最も得意とすること、つま
り、アプリケーションの作成に集中できるようにする新たなアプロー
チを提供します。PaaSを Scrum、Cr ystal、Dynamic Systems 
Development Method（DSDM）、機能駆動開発といったアジャイ
ル開発手法と組み合わせることで、複雑さが軽減され、自動化が促進
され、コンポーネントの再利用が可能になるため、開発者の生産性は
向上します。また、PaaSでは、設計 /導入プロセスが簡素化され、組
み合わされたプロセスを開発者が管理できるため、DevOpsモデルに
適しています。開発者は支援システムのことを気にせずに、アプリケー
ションの設計に専念することができるので、アプリケーションのプログラ
ミングと導入をより簡単に行うことができます。

PaaSは、開発と導入の簡素化だけでなく、開発者に次のようなメリッ
トももたらします。

•  製品サイクルタイムの短縮：開発者はより多くのサービスを作成し、
市場に速やかに投入できます。

•  標準化と拡張性の向上：これにより、プラットフォーム間やデバイス間
での移植が可能になります。

•  リソース使用率の向上：インフラストラクチャーのプロビジョニングの
自動化により、要件の過大評価が回避され、開発者が必要とする
キャパシティーのみが提供されます。

•  セキュリティーの効率化とビジネス継続性：定義済みのセキュリ
ティー標準を使用し、高可用性を実現するアプリケーションを作成で
きます。一般的なコーディング・エラーをチェックするツールが、アプリ
ケーションの信頼性の向上を支援します。

•  管理の強化：PaaSでは、開発から導入まで、開発者はアプリケー
ションを管理し、可視化することができるので、時間が短縮され、クラ
ウド対応の開発が促進されます。

•  独立性の向上：一般に、開発者はリソースをセルフプロビジョニング
できる点を評価します。セルフプロビジョニングにより、開発者は独立
して作業することができます。

クラウド対応アプリケーションの設計原則

クラウド対応アプリケーションの開発は、オンプレミス・アプリケーションの開発とは異なります。クラウドの以下の概念を理解することで、開
発者は PaaSに移行しやすくなります。

•  仮想化と弾力性：アプリケーションでは、複数の仮想マシン（VM）で実行できるように、自動スケーリング、動的 IPアドレスの利用、コン
ポーネントのコンパートメント化が可能です。

•  標準のコンシューマブルなWebサービス：Representational State Transfer（REST）などの安全なWeb APIを使用して、マッ
シュアップにアプリケーションを組み込むことができます。

•  耐障害性と高可用性：複数の可用性ゾーンの VMによる負荷分散や、再起動時に再開されるプロセススレッドを使用します。キューから
メッセージを再読み込みすることによって状態を再同期化します。また、ユーザー・コンテキストを複数のホスト間で維持するために、共有
データベースに書き込むことによって、アプリケーションの状態をメモリーで保持することを回避します。

•  マルチテナント機能：オンデマンドで新規テナントをプロビジョニングするスクリプトと構成を使用し、セキュリティー格付けを使用してマル
チテナント・モデルを選択します。

•  プラットフォームに依存しないアプリケーション：アプリケーションが複数のクラウドで実行されることを想定し、先進的な機能（使用され
ているプラットフォームの検出など）を組み込むことで特定プラットフォームへの囲い込みを回避します。

•  パフォーマンス：アプリケーションを複数の地域に分散させ、アプリケーション・パフォーマンス管理ツールを使用してコードベースを監視
することで、可用性とパフォーマンスを向上させます。

出典：「Extending Intel’s Enterprise Private Cloud with Platform as a Service」（英語）。インテル IT部門（2012年 6月）。

http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/extending-intels-enterprise-private-cloud-with-platform-as-a-service.html


10 ホワイトペーパー　PaaSとは？  |  2014年7月

ハイブリッド・クラウドの促進要素としてのPaaS

PaaSにより、企業はプライベート・クラウド環境とハイブリッド・クラウド
環境でリソースをシームレスに使用することが容易になります。既存の
プライベート・クラウド・アプリケーションがクラウド対応の設計を使用し
て構築されていれば、その投資が無駄にならないだけでなく、追加の
キャパシティーの必要性が生じたときに、アプリケーションをハイブリッ
ド・モデルで動的に実行する柔軟性が得られます。クラウドの利点を最
大限に活かし、ハイブリッド・テクノロジーと統合するために、他のアプリ
ケーションを再構築する必要があります。これを行うには、サービスを
ホストするパブリック・クラウドの IaaSに PaaS環境を作成するか、基
盤となる PaaSスタックがプライベート・クラウドで使用されているもの
と同じであるパブリック・クラウド PaaSプロバイダーを利用します。再
設計したくないアプリケーションについては、IaaSの未加工の VMに
アプリケーションをコンテナー化できます。

既存のアプリケーションについてどのようなことを決定しても、多くのク
ラウド管理プラットフォーム（オープンソース製品および商用製品）には、
アプリケーション開発プロセスを簡素化し、プライベート・クラウド環境
とパブリック・クラウド環境間でのアプリケーションの移動を容易にする
DevOpsツールが用意されています。ライフサイクルの一環としてアプ
リケーションを変更または削除する高度な機能を備えているものもあり
ます。

モバイル・アプリケーション向けPaaS

PaaSは、ITのコンシューマー化や BYOD（従業員が個人所有する
デバイスの利用）プログラムのトレンド拡大に対応するコスト効率に優
れた手法であり、モバイル・プラットフォームのクラウド対応アプリケー
ションの構築にとっても最適な選択肢です。迅速な開発と導入（一般
に使用期間の短いソフトウェアには必須）が実現するだけでなく、同じ
アプリケーションを複数のデバイスで実行できるなど、モバイル・クラウ
ド・アプリケーションはユーザーにとってのメリットももたらします。

ほとんどのモバイル・クラウド・アプリケーションは、モバイルデバイスの
外部で実行されます。ユーザーは、デバイス上ではなく、クラウド・プラッ
トフォームを介してデータストレージや演算にアクセスします。そのた
め、基本的なアーキテクチャーがクライアント・サーバーからクラウド・ク
ライアントに変更されます。

クラウド・クライアント・アーキテクチャーでは、フロントエンド入力の優れ
た設計スキルが求められます。開発者は、モバイルデバイスのネイティ
ブ・オペレーティング・システムの使用と、HTML5やモバイル・エンター
プライズ・アプリケーション・プラットフォーム（MEAP）などのクロスプラッ
トフォーム標準の使用との間でトレードオフを行う必要があります。通
常、モバイル・クラウド・アプリケーションは、複数のデバイスにわたって
より多くの機能を提供できるように、オペレーティング・システムから切
り離して開発されます。

セキュリティーや他の管理機能もモバイル・プラットフォーム上で一元化
されます。セキュリティーの脅威の検出、認証、試行されたアクセス違
反に関するリアルタイムの自動監査レポートをクラウドで実行し、ログに
記録できます。

モバイル・クラウド・アプリケーション向けの 
スマート・クライアント

通常、クラウド・アプリケーションにはWebブラウザー経由でアクセス
しますが、エンドユーザーのデバイスの違い（画面サイズ、キーボード
の有無、セキュリティー、携帯性）がユーザー体験に大きな影響を及ぼ
す可能性があります。クラウドとデバイスの間で処理を分散することで
応答性を向上させるリッチ・インターネット・アプリケーション（RIA）の
場合、デバイスのパフォーマンスが極めて重要となります。例えば、一
部の RIAを使用すると、ユーザーはクラウド環境をデバイス上にレプリ
ケートしてオフラインで作業し、再接続時に同期することが可能になり
ます。

企業では、通常、モバイル PCやタブレットによって最高レベルのユー
ザー体験を提供しています。例えば、インテル® Core ™ vPro ™ プロ
セッサー・ファミリーを搭載した Ultrabook™ デバイスやタブレットは、
高いパフォーマンス、優れた応答性、内蔵セキュリティー機能を提供し
ます。Ultrabook ™ デバイスを使用すると、ビデオ会議中でも、マル
チタスク処理を実行したり、アプリケーションを簡単に切り替えること
ができます。Windows* 8 Enterpriseオペレーティング・システム
を実行しているタブレットは柔軟性を備えており、ほとんどのコンピュー
ティング環境にシームレスに統合されます。
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PaaSへの6つの主要ステップ

組織への PaaSの導入を検討する場合は、次の 6つのステップに従っ
てください。

1.   PaaSの知識を深めます。

2.   開発者チームと話し合い、関心のある事柄と準備状況について確
認します。

3.   ベンダーのサービスに関する知識を収集します。基盤となるインフ
ラストラクチャーからアプリケーション・ランタイム、ミドルウェア、デー
タサービスの抽象化だけでなく、ソリューションが複数の言語、アプ
リケーション・サービス、データ・テクノロジーをサポートしていること
を確認し、導入オプションによるベンダーの固定化を回避します。

4.   対象とするアプリケーションの種類を明確にします。

  -  モバイル・アプリケーション

  -  ハイブリッド・アプリケーション

  -  サービス指向アプリケーション

5.   既存のアプリケーションを移植するかどうか、移植する場合にはどの
アプリケーションを移植するかを決定します。

6.   概念実証を実施します。

インテルは、PaaSをはじめとする、プライベート /ハイブリッド・クラウド
環境のサービスの構築および購入に関するガイダンスやリソースを提供
することで、クラウドサービス導入を簡素化できるよう支援しています。詳
細については、http://www.intel.co.jp/cloud/ を参照してください。

クラウドサービス提供の一環としてPaaSを提供すると、企業と開発者
チームに多数のメリットがもたらされ、クラウドサービスの新たな需要が
生み出されます。PaaSにより、俊敏性のさらなる向上とコスト削減が
実現され、新しいビジネスモデルやサービスのイノベーションのためにリ
ソースが解放されるので、IaaSサービスですでに実現されている価値
をさらに高めることができます。

また、アプリケーションの構築と導入のスピードが高まるだけでなく、ク
ラウド対応の設計原則も進展させます。ソフトウェア・エンジニアは、ク
ラウド・アプリケーション開発のスキルを身に付けることによって、堅牢
な最先端のツールとテクノロジーを使用して作業を行う機会が得られ
ます。開発者は組織のために生産性を高めることができると同時に、
優れた創造力を発揮して革新的なビジネスサービスを設計に取り組む
ことができます。これは、開発者にとっては職業的な満足感につなが
り、組織にとってもメリットと考えられます。

PaaSは、社内顧客に対して使いやすさの提供を可能にします。彼ら
は、開発の迅速さや容易さにつられて、外部クラウド・プロバイダーが
提供する、移行が難しく未加工の VMをセットアップしている可能性が
あります。PaaSを導入することで、ガバナンスとリスク管理ポリシーを
維持する管理された安全な環境で、社内顧客が求める柔軟性とスピー
ドを実現することができます。

組織内での PaaSの計画

http://www.intel.co.jp/cloud/
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インテルの ITセンターについて

この『PaaSとは？』の資料は、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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