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概 要

クラウド・コンピューティングは、一般企業だけでなく、通信事業者、ホスティング企業、行
政 /公的機関など、ITサービスを提供するあらゆる組織にとって、非常に重要な技術革
新となっています。組織によってはすでにクラウド・コンピューティングをフルに活用し、ビジ
ネスの成長を支えるサービスの提供において、ITによる俊敏性、効率性、コスト効果を高
めています。しかし、クラウド導入の計画を開始したばかりという組織もまだ多くあります。
クラウドのツール、ビルディング・ブロック、ベスト・プラクティスは成熟度を高めつつありま
すが、特にプライベート・クラウドからパブリック・クラウドやハイブリッド・クラウドへの拡張を
考えている企業にとって、クラウド・ソリューションの導入には依然として課題が残されてい
ます。

インテルは、広範な革新技術、業界のリーダーシップ、クラウド・コンピューティング採用時
の主要課題の解決に役立つ専門知識を駆使して、企業がクラウドのメリットを迅速かつ容
易に得られるよう支援しています。

インテルでは、フェデレーション、自動化、クライアント認識を3つの柱とするオープン・クラ
ウド・コンピューティング構想に取り組んでいます。この構想を実現するには、相互運用可
能なオープン・マルチベンダー・ソリューションを基盤に開発された、効率、拡張性、セキュ
リティーに優れたクラウド・インフラストラクチャーが必要です。本ホワイトペーパーでは、
インテルのオープン・クラウド・コンピューティング構想について説明します。さらに、簡単に
導入できて、効率、拡張性、セキュリティーに優れたクラウドの実現を目指すインテルの取
り組みを紹介します。
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プレッシャーにさらされる IT部門
2016年には、ネットワークに接続しているユーザー数は 30億人を超え、モバイル・データ・トラフィックは 2012年の 8倍以上に増加することが予想さ
れます。1 ネットワーク接続デバイスの台数は、2020年までには 300億台を突破するでしょう。2 さらに、構造化データ（従来のデータベース）および非
構造化データ（メール、Webコンテンツ、動画、ソーシャルメディア）の急増によって、情報量は毎年 2倍のペースで増加しています。3

IT部門は、俊敏性と効率を高めながら、この多様かつ大量のデータを実践的なインサイトへと転換することへのプレッシャーにさらされています。一方
で、IT部門のリソースとコストには制約があり、多くのデータセンターは能力の限界に達しています。それに加えて、高度化するハッカーからシステムを
保護するため、セキュリティーの継続的な強化は欠かせません。こうしたすべての課題は、効率的で安全な自動化インフラストラクチャーへ迅速に移行
する必要性を IT部門にもたらしています。

クラウドによる俊敏性の向上、コストの削減、 
イノベーションの促進
クラウド・コンピューティングは ITサービスの提供モデルのひとつの進化
形であり、高度な自動化を実現する一方で、効率的で拡張性に優れたシ
ステムやソリューションを通じて、リソースの最適な利用と迅速な導入の
可能性を拡大しています。多くの企業がすでにクラウド・コンピューティン
グを活用して、俊敏性の大幅な向上、コストの削減、新規サービスの迅
速な提供を実現し、ビジネスの成長につなげています。しかし一方には、
クラウド導入の計画を開始したばかりの組織、あるいはいまだ検討中の
組織もあります。

クラウド・インフラストラクチャーのテクノロジーとソリューションは成熟度
を高めつつあり、プライベート・クラウドを大規模かつ容易に導入したり、
パブリック・クラウドやハイブリッド・クラウドに拡張するためのソフトウェア・
ソリューションおよびシステムも提供されています。

仮想化からクラウドへ

多くの企業では、仮想化サーバー・インフラストラクチャーがクラウド・イン
フラストラクチャー構築の基盤となります。仮想化テクノロジーは当初、コ
スト削減を目的としたデータセンターのサーバー・インフラストラクチャー
の統合に利用されていました。その後、柔軟なリソース管理テクノロジー
を組み込むことで、データセンター・リソースを動的に割り当てることが
可能になりました。これはコスト削減に加えて、データセンターの柔軟性
と同時にパフォーマンスの向上ももたらしています。一方で、仮想マシン
（VM）の増大にもつながり、複雑化がさらに進むという状況も起こりま
した。

クラウド・コンピューティングは、高度に仮想化されたインフラストラク
チャーを拡大し、大幅な自動化とかつてないレベルの拡張性を実現しま
す。ソフトウェア・プロバイダーでは、こうしたソリューションを拡張して、仮
想化ベースのクラウドのための強固な管理機能とテクノロジーの最適化
手段を提供しています。ハードウェア・ベンダーでは、管理ツールや信頼
性機能を拡張して、柔軟性とリソース・オーケストレーションを向上させて
います。

クラウドの導入は、従来の ITサービスの導入とは異なる点がいくつもあり
ます。従来の ITサービスとの違いを生んでいるクラウド・コンピューティン
グの主な特徴は以下のとおりです。

•  処理機能とストレージ機能が抽象化され、サービスとして提供されます。

•  サービスは極めて拡張性の高いインフラストラクチャー上に構築されます。

•  サービスは、柔軟に構成できる動的なリソースプールからオンデマンド
で提供されます。

•  サービスは容易に購入することができ、使用量に応じて課金されます。

•  リソースは複数のユーザー間で共有されます（マルチテナンシー）。

•  認証されたデバイスから、インターネットまたは内部ネットワークを介し
てサービスにアクセスできます。

クラウドの導入に残る課題

クラウドサービスでは多くの場合、仮想化テクノロジーを利用して、サー
ビスの移植、移行、回復などの処理を可能にしています。クラウド・コン
ピューティングは、仮想化環境からの進化形とみなせますが、根本的に
変化した部分もあります。クラウドの導入には、以下に示す独自の課題
が伴います。

•  企業がクラウド環境に移行する際に、基幹業務アプリケーションの安定
性を維持することが重要です。

•  パブリック・クラウド上の共有リソースを使用する場合、知的財産、デー
タ、プライバシーの保護およびセキュリティー確保のための特別な配慮
や新たなツールが必要になります。

•  ツールと標準規格は成熟度を高めつつありますが、自動化、リソース
プールの柔軟性、プライベート /パブリック・クラウド・インフラストラク
チャー間の統合は完全ではありません。

•  大規模な採用を成功させるには、柔軟で相互運用可能なソリューション
の提供が必須です。

•  使用するデバイスや接続方法にかかわらず、ユーザーの生産性向上の
ためクラウド対応アプリケーションを使用します。
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インテルのオープンクラウド構想

インテルのオープン・クラウド・コンピューティング構想の 
3つの柱
クラウド・コンピューティング・テクノロジーの成熟度が急速に高まる中、多
くのテクノロジー・プロバイダーとソリューション・プロバイダーが市場に参
入し、企業 IT向けにプライベート・クラウドを開発しています。また、いく
つかのパブリック・クラウド・プロバイダーはサービスを拡張して、企業の
ニーズへの対応力を高めています。インテルはベンダーや顧客、業界の
思想的リーダーとの対話を数多く重ねた結果、クラウド・コンピューティン
グ・ソリューションに対する顧客のニーズの中から重要なテーマを発見し
ました。

インテルのオープン・クラウド・コンピューティング構想では、主要課題を
解決し、クラウド・コンピューティングの可能性と価値をフルに引き出すこ
とを目標としています。クラウドのフェデレーション、自動化、クライアント
認識が、この構想の 3つの柱となっています。

フェデレーション

フェデレーションとは、各クラウド・コンピューティング・インフラストラク
チャー内およびインフラストラクチャー間で、通信、データ、サービスを
容易に移動できることを意味します。インテルのオープン・クラウド・コン
ピューティング構想では、以下の項目を実現可能にするレベルのフェデ
レーションが求められています。

•  ワークロードやデータをサービス・プロバイダー間でシームレスに移動

•  追加の処理能力が必要な場合は、内部プライベート・クラウドとパブリッ
ク・クラウド・プロバイダーの間でリソースをバースト的に移動

•  ベンダー、パートナー、顧客の間で安全かつ信頼性の高いデータフロー
を確立

業界はすでに、自社のデータセンター内やデータセンター間でワークロー
ドの移動・移行が可能なレベルまで進化しています。また、ユーザー ID
のフェデレーションにも対応した、プライベート・クラウドとパブリック・クラ
ウドを接続するソリューションも登場しています。ただし、真のフェデレー
ション・システムを構築するには、多くのプラットフォームやソリューション
の間でシームレスな相互運用性を実現する必要があります。

一部の先進的な企業では、多額の投資が必要であるもののプライベー
ト・クラウドとパブリック・クラウドを接続して、ハイブリッド・クラウドの導入
を開始しています。ただし、ほとんどのデータセンター事業者では、テクノ
ロジーの成熟度の不足、財政的な制限、組織再編の必要性などの理由
から、事業者の枠を越えてシームレスかつ安全にデータやサービスを移
動できる構成はいまだ導入できていません。

インテルのフェデレーション・ソリューション構想では、必要なサービスレベ
ルとセキュリティー・ポリシーを備えた異種インフラストラクチャー間でシー
ムレスに相互運用可能なサービスが求められています。

フェデレーション

自動化

クライアント認識
クラウド全体にわたってシームレスかつ
安全にデータやサービスを移動

動的なリソース割り当てによって
サービスレベルを管理し、効率を最大化

広範なデバイス間における
安全なアクセスと最適化された体験
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自動化

自動化とは、人手の介入をゼロにするか、最小限に抑えながら、クラウド・
コンピューティング・サービスおよびリソースの指定、配置、安全なプロ
ビジョニングを行えるようにすることです。インテルのオープン・クラウド・
コンピューティング構想では、同意済みのサービスレベルに応じた動的な
リソース割り当てとデータ管理、およびデータセンターの最適化によるリ
ソース使用効率と電力効率の最大化を可能にするレベルの自動化が求
められています。これには、自動プロビジョニング、リソースの監視、コス
ト回収のための使用量の報告、ポリシーベースのワークロード・バランス
機構も含まれます。

現在では仮想化が普及し、統合による効率化が進んでいますが、すでに
述べたように、結果として仮想マシン（VM）の増大や、複雑化にもつな
がってきました。また、VMでは依然として、ユーザーのニーズに自動的
に応じるポリシーをベースとした割り当てよりも、静的なプロビジョニング
のほうが一般的です。さらに、多くの IT部門では、データセンターの管理
作業は手動のままです。そのため、サーバーへのパッチ適用は、システム
が大規模になると信頼性を確保できません。

ポリシーベースの VM移行に対応したソリューションに基づく自動化、
リソース・プロビジョニング向けのセルフ・サービス・ポータル、キャパシ
ティー・プランニング用の監視ツールなどの手段を通じて、俊敏性を高め
ている企業が増えています。ただし、テクノロジーの成熟度や組織の責任
といった障壁が原因で、自動化には課題が残されています。

インテルの自動化構想では、人手の介入を最小限に抑えながら（理想的
にはゼロにして）、サービスのプロビジョニング、移行、管理を行えるインフ
ラストラクチャーが求められています。

クライアント認識

クライアント認識とは、クラウド対応アプリケーション側が個々のクライ
アント・デバイスの機能を判断して、安全なアプリケーション配布のため
の最適化を行いながら、ユーザー体験を向上できることを意味します。
インテルのオープン・クラウド・コンピューティング構想では、エンドポイント
属性を認識した上で、データやユーザー IDを危険にさらすことなく、対
象となるデバイスの機能を活用できるようにサービスの提供内容を調整
するインフラストラクチャーが求められています。エンドポイント属性には、
デバイスのバッテリー残時間、ポリシー、接続性、セキュリティー、グラフィッ
クス /処理機能などが含まれます。

デバイス側のデータのアクセス /表示 /操作 /保護機能の性能について
は、使用するデバイス間で大きく異なります。データセンター・インフラスト
ラクチャー側から見た場合、こうした機能はクラウド・ソリューションの提
供全体に影響を及ぼすことがあります。例えば、データセンター内でレン
ダリングした結果の画像データを低速のモバイル・ネットワーク経由でデ
バイスに転送するよりも、高性能モバイル・プラットフォーム上でレンダリン
グするほうが、ユーザー体験が向上する可能性があります。また、ユー
ザー IDは認識できても、デバイスが従うべきセキュリティー・ポリシーを
認識できない位置情報インターネット・サービスもありますが、クライアン
ト上のセキュリティー・ポリシーを認識できれば、そのデバイスにポリシー
を適用することも可能です。ただし、ほとんどのインターネット・サービス
では、主要な個別デバイスの機能すべてを認識できるわけではないの
で、高度なカスタマイズや最適化が行われたユーザー体験は提供できま
せん。

現在、一部のフレームワークでは、サービス提供対象のクライアントに適
応可能なインテリジェンスと拡張性をデータセンター内にある程度確保
していますが、ユビキタスではなく、一貫した適用はいまだ実現していま
せん。確かに、位置情報サービス、基本 ID、画面サイズを含め、用途を
スマートフォンなど特定のクライアント・デバイス・タイプに特化させたイン
ターネット・サービスは増加しています。ただし、多くのインターネット・サー
ビスでは依然として、最大公約数的なデバイスのみが対象となっていま
す。そのため、ユーザーが Ultrabook™ のような高性能デバイスでサー
ビスにアクセスした場合、データセンター側では効率が犠牲になり、ユー
ザー側では最適な体験を得られません。反対に、デスクトップ PCやノー
トブックPC向けに作成されたサービスをハンドヘルド・デバイス上で使
用する場合、多くの困難を伴います。

インテルのクライアント認識クラウド構想では、サービスを顧客のデバイス
の機能に適応できることが求められています。
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オープン・クラウド・コンピューティングを実現する基盤
今後も大きな発展が予想されるクラウド・コンピューティングですが、イン
フラストラクチャーを進化させて、その可能性をフルに引き出すことは簡
単ではありません。進化を続けるには、IT分野全体にわたる多くのテクノ
ロジー・プロバイダー、インフラストラクチャー・プロバイダー、顧客が強い
関心を持ち、共同開発に参加する必要があります。

オープン・クラウド・コンピューティングの実現にあたっては、個々の組織
と IT業界全体が業界標準ベースの相互運用可能なオープン・ソリュー
ションに基づいて、効率、拡張性、セキュリティーの 3つの領域に注力す
る必要があると、インテルは考えています。

効率、拡張性、セキュリティー

効率 :高いレベルのコンピューティング・スループットに対する需要は増加
していますが、リソースは限られています。ここで言うリソースには、スペー
ス、電源、冷却能力、適格な IT専門家、インフラストラクチャーや運用の
ための十分な予算が含まれます。そして、既存のリソースや入手可能な
リソースでまかなうためには、インフラストラクチャーとプロセスの効率化
が欠かせません。

拡張性 :一般にシステムの拡張は複雑化を伴い、これは ITインフラスト
ラクチャーにも当てはまります。異なるベンダーのシステムは通常、統合
自体が複雑であり、アーキテクチャーが複数あるとインフラストラクチャー
の管理も複雑化します。クラウド・コンピューティング環境を期待どおりに
機能させるには、簡素化を基盤としてクラウドのアーキテクチャーと運用
を導入し、信頼性が高く迅速な ITサービスの提供に求められる規模とパ
フォーマンスを確保しなければなりません。特にサーバーを仮想化して、
サーバー使用効率を高める場合、必要なネットワーク帯域幅を拡大する
だけでなく、より高性能なネットワークの仮想化も求められます。こうした
中、ネットワークの柔軟性と性能を高める有望なソリューションとして、ソ
フトウェア・デファインド・ネットワーキングも登場しています。

セキュリティー :ビジネスリスクとコンプライアンス要件の両方により、デー
タ・セキュリティーは不可欠の要素となっています。すでにセキュリティー
課題であふれている環境にクラウド・コンピューティングを導入すると、従
来の物理的境界の外部など、これまでとは異なる場所にデータを移動
させることになるため、新たな課題が追加されます。クラウド・コンピュー
ティングの導入を成功させるには、新たなセキュリティー・モデルとテクノ
ロジーを採用して、こうした課題に対処する必要があります。

標準規格に基づく相互運用可能な 
オープン・ソリューション

オープン・クラウド・コンピューティングを実現するには、業界標準に基づ
き、クラウド環境全体にわたって容易な相互運用を可能にするソリュー
ションが必要です。ソリューション、ハードウェア、ソフトウェア、インテグレー
ション、プロセス関連の複数のプロバイダーが別々に行動すると、当然の
結果として、特定ベンダーへの固定化、相互運用性の低下、柔軟性の欠
如につながります。こうした結果は、クラウド・コンピューティングによって
得られるメリットとは正反対のものです。

プライベート/ハイブリッド・クラウド導入の詳細

仮想化からセルフサービス IaaSクラウドまで
インテルが提供する ITマネージャー向けガイドであり、仮想
化およびクラウド・コンピューティング・テクノロジーをベースに
Infrastructure as a Ser vice（IaaS）プライベート・クラウドを
導入する方法について説明しています。また、最終的にハイブリッ
ド・モデルに移行するための基盤を築くフレームワークについても
取り上げています。

http://www.intel .co. jp/content /www/jp/ja/cloud-
computing/cloud-computing-virtualization-building-
private-iaas-guide.html

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-computing-virtualization-building-private-iaas-guide.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-computing-virtualization-building-private-iaas-guide.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/cloud-computing-virtualization-building-private-iaas-guide.html
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オープン・クラウド・コンピューティングの実現に向けた 
インテルの役割
大規模なクラウドの採用やリスクの軽減に関して ITアーキテクトとマネー
ジャーが直面する課題に対処するため、インテルは以下に示す領域にお
いて積極的な取り組みを進めています。

•  主要な企業やサービス・プロバイダーと連携し、要件を把握

•  固有の課題を解決するためのイノベーションを促進

•  広範なエコシステム全体を対象に、最適化されたソリューションを実現

•  クラウド関連のオープンな標準規格の策定に向け、標準規格団体に
協力

この包括的アプローチは、イノベーションに対する障壁を取り除き、テクノ
ロジーやソリューションの提供を迅速化することで、クラウドサービスの提
供を簡素化し、IT部門にとっての柔軟性と選択肢を維持しながら優れた
セキュリティー、効率、拡張性を発揮するクラウド・データセンターを実現
します。

インテルによる主要なクラウド・プロバイダーや企業との連携の例として
は、技術アドバイザリーとしてのOpen Data Center Alliance（ODCA）
への参加が挙げられます。また、主要なシステム・プロバイダーやソリュー
ション・プロバイダーとの連携で得たインサイトを活用して、リファレンス・
アーキテクチャーとベスト・プラクティスを開発し、インテル® クラウド・ビル
ダーズ・プログラムを通じて提供しています。パブリック・クラウド・インフラ
ストラクチャー・サービス導入を検討している組織にとっては、インテル® 
クラウド・ファインダーを利用することで、要件を満たすプロバイダーを簡
単に選択できます。

Open Data Center Alliance

ODCAは、300社を超す世界中の主要企業の ITマネージャーが参加
する独立した組織であり、現在および将来的に最適なデータセンター要
件を文書化することで、集約的な意見を業界に全体に広く発信してい
ます。このような要件は、柔軟性と選択肢の拡大を実現するためのもの
です。ODCAの使命は、IT部門の現在および将来的な課題を解決する
ために求められる次世代データセンター /クラウド要件を定義して、業界
標準に基づくオープンなマルチベンダー形式でデータセンター /クラウド
が提供されるようにすることです。インテルはこうした要件のほか、エンド
ユーザーを通じて把握した要件にも、解決に向けて設計された製品とテ
クノロジーで対応しています。

詳細については、http://www.opendatacenteralliance.org/japan/ 
を参照してください。

インテル® クラウド・ビルダーズ

インテル® クラウド・ビルダーズ・プログラムでは、主要なシステムベンダー
とソフトウェア・ソリューション・ベンダーが結集し、インテル® アーキテク
チャー・ベースのクラウド・インフラストラクチャーの導入・保守・最適化に
関するベスト・プラクティスや実用的なガイダンスを提供しています。業界
にとってこのプログラムは、ODCAやその他の ITエンドユーザーが定め
た IT要件に基づいてクラウドのイノベーションを推進するための中心的
な存在となります。インテル® クラウド・ビルダーズでは、IT部門がクラウ
ド・インフラストラクチャーの導入・拡張に今すぐ利用できる詳細なリファ
レンス・アーキテクチャー、成功事例、ベスト・プラクティスを用意してい
ます。ITマネージャーはこのガイダンスを利用し、クラウド・システム・プロ
バイダーやソリューション・プロバイダーと連携することで、データセンター
の管理と運用を簡素化しつつ、クラウドのセキュリティー強化および効率
化を実現できます。

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

インテル® クラウド・ファインダー

パブリック・クラウド機能をフル活用するために必要な知識と解決策を世
界中の ITマネージャーに効率よく提供する目的で、インテルはインテル® 
クラウド・ファインダーを開設しています。インテル® クラウド・ファインダー
にアクセスしたユーザーはまず、セキュリティー、ユーザビリティー、品質、
可用性、テクノロジー、ビジネスなど複数のカテゴリーにわたって、IaaS
パブリック・クラウドに必要な機能を特定するための質問に回答します。
次にインテル® クラウド・ファインダーは、ユーザーの回答と世界中の広範
な主要 IaaSプロバイダーが提供しているサービスとを比較して、要件に
一致する結果を返します。ユーザーは各プロバイダーについての詳細情
報を確認した上で、自分たちの要件に一致するプロバイダーに連絡し、
次のステップへと進むことができます。インテル® クラウド・ファインダーは、
適切なパブリック・クラウド・プロバイダーを見つけるために必要な時間を
大幅に短縮します。

詳細については、http://www.intelcloudfinder.com/（英語）を参
照してください。

http://www.opendatacenteralliance.org/japan/
http://www.intel.co.jp/cloudbuilders/
http://www.intelcloudfinder.com/
http://www.intelcloudfinder.com/
http://www.intelcloudfinder.com/
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インテルのテクノロジーが効率、セキュリティー、 
拡張性に優れたクラウドの基盤を提供

インテルでは、効率、セキュリティー、拡張性に優れたクラウド・インフラス
トラクチャーの中核となる機能を幅広く備えた先進的なテクノロジーを
提供しています。インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリーは効率的
で優れたパフォーマンスを発揮し、IT部門による、ワークロードの変動や
ネットワークおよびストレージ需要の増加に応じた動的な拡張を可能にし
ます。4 また、ハードウェア・ベースのセキュリティーを備えており、動的な
仮想化ワークロードやデータセンター・インフラストラクチャーの隔離・可
視化・制御を実現します。さらに、従来製品に比べて最大で 10倍高速
な暗号化 /復号により 5、データ暗号化で生じやすいオーバーヘッドを削
減でき、暗号化による機密データの保護を社内全体に浸透させることが
できます。4,6

ネットワーク・トラフィックの大幅な増加への対応が可能なインテル® 
10ギガビット・イーサネット（10GbE）アダプターは、データセンター・イン
フラストラクチャーを簡素化しつつ 4、最大で 2倍の帯域幅向上と最大で
45%の消費電力削減を実現します。7,8 またインテルは、オープン・ソリュー
ションとリファレンス・デザインを利用して企業が柔軟なソフトウェア・デファ
インド・ネットワークに移行することを支援しています。さらに、データの急
増への対処策として、エンタープライズ・クラスのインテル® ソリッドステー
ト・ドライブ（インテル® SSD）を利用した高性能で電力効率の高いスト
レージや、インテル® ストレージ・アクセラレーション・ライブラリー（ISA-L）
採用の効率的なストレージシステム（インテル® Xeon® プロセッサー E5
ファミリー搭載ストレージシステムなど）を提供しています。

クラウド提供モデルについて

•  プライベート：複数のテナントからなる単一組織での使用向け
にクラウド・インフラストラクチャーが提供されます。プライベート・
クラウドはオンプレミスまたはオフプレミスで運用され、企業ファ
イアウォールの内側に配置されます。

•  パブリック：クラウド・サービス・プロバイダーが企業、学術機関、
行政 /公的機関など複数の組織向けに提供するサービスであ
り、インターネット経由でアクセスできます。

•  ハイブリッド：ハイブリッド・クラウドは 2つのクラウド提供モデル
（プライベートおよびパブリックなど）を組み合わせたものであ
り、各クラウドは個別の存在ですが、データとアプリケーション
の移植を可能にするテクノロジーによって結合されています。ク
ラウドバースティングは、企業がピーク需要時にハイブリッド・ク
ラウドを利用して負荷を分散させる方法の一例です。

•  コミュニティー：セキュリティー、ポリシー、コンプライアンスなど
共通のコンピューティング要件を持つユーザー組織で構成され
た特定のコミュニティー専用にクラウド・インフラストラクチャー
が提供されます。

まとめ
すでに多くの企業がクラウドからメリットを得ていますが、導入時に解決す
べき課題は依然として残されています。例えば、プライベート・クラウドか
らハイブリッド・クラウドへの拡張には、オープンな標準規格、相互運用可
能なソリューション、セキュリティーなどの領域において、さらなる進化が
必要です。

インテルは主要な企業、クラウド・サービス・プロバイダー、広範なソリュー
ション・パートナーと共同で、主要な要件の把握と、クラウド導入時の課
題を解決するソリューションの実現に取り組んでいます。インテルのオー
プン・クラウド・コンピューティング構想では、業界との連携によって、柔軟

性と選択肢に富む相互運用可能なソリューションの実現を目指していま
す。インテルのテクノロジーは、効率、拡張性、セキュリティーに優れたク
ラウド・インフラストラクチャーを提供し、現在ではクラウド導入の基盤と
なっています。

インテルのオープン・クラウド・コンピューティング構想、クラウド導入に関
する ITベスト・プラクティス、インフラストラクチャーを進化させて効率、
拡張性、セキュリティーを高める方法の詳細については、http://www.
intel.co.jp/cloud/ を参照してください。

http://www.intel.co.jp/cloud/
http://www.intel.co.jp/cloud/


インテルの ITセンターについて

本ホワイトペーパー『インテルのオープン・クラウド・コンピューティング構想』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・ガイドやピアリサーチ、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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