
概 要
インテル IT部門のエンタープライズ・プライベート・クラウドにより、短時間（10分以内）での
仮想マシン導入、インテル社内ユーザーへのオンデマンド・セルフサービスの提供、ソフトウェア
開発のための豊富なサービスの提供が可能になりました。プライベート・クラウドは、イノベー
ションの機会を提供することによって、相互運用性のあるフェデレーテッド・オープン・クラウドへ
の進化において重要な役割を果たしています。
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インテル IT部門がオープンソース・クラウド・
テクノロジーに関して重視しているのは、ユー
ザーによるプライベート・クラウド・サービスの
利用の簡素化と迅速化です。共通のオーケス
トレーション・レイヤーとコントロール・プレーン
を使用できるようにすれば、オープン・クラウド・
テクノロジーによってリソース管理の自動化を
推進できます。また、インテル IT部門がクラ
ウド・サービス・プロバイダーのようにパブリッ
ク・クラウドとプライベート・クラウドの統合力
を高めるにつれて、ビジネスの柔軟性は高ま
ります。さらに、インテル IT部門は、運用コス
トを削減しながら、インテルのビジネスの俊敏
性と速度を引き続き向上させています。現在、
インテル IT部門では、オフィス /エンタープラ
イズ /サービス・データセンター環境において、
新しいサービスの 85%以上をクラウドで提供
しています。

プライベート・クラウドに対するオープンソース
のオープン・スタンダード・アプローチは、次の
ようなメリットももたらします。

•  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と、オープン・
クラウド・エコシステムにおいて、インテルが
主導的な役割を果たす機会の提供

•  インテル IT部門がアプリケーションやデー
タをインテルのアプリケーション開発者に公
開する方法の改善による生産性の向上

•  クラウド用に設計されたアプリケーションの
ダウンタイム・ゼロという目標の迅速な達成
に伴う、冗長性、キャパシティー管理、自動
化の向上

•  ホスティング・サービスをパブリック・クラウド・
サービスと同様に運用することによるサービ
スレベルとコンプライアンスの向上

インテルがイノベーションと成長を続ける一方
で、製造やサプライチェーンから販売、マー
ケティングまで、さまざまな事業ラインから IT
への切迫した独自の要求が生み出されてい
ます。インテル IT部門は、ユーザー体験、パ
フォーマンス、コスト、現在のクラウド・アクティ
ビティーの状況などに基づいて、最も適切な
場所（パブリック/プライベート、オンプレミス /
オフプレミス）にアプリケーションを動的に移
動できるハイブリッド・クラウド・モデルへの取り
組みを続けることによって、これらの要求に対
応していきます。現在のプライベート・クラウド
における進展が、インテルのビジネス部門にパ
ブリック /プライベート・クラウド・サービスを提
供するための共通のオーケストレーション・レ
イヤーとコントロール・プレーンの開発へと導
いています。
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ビジネス背景

インテル IT部門は、インテルで働く約 100,000
人の従業員をサポートし、64カ所のデータセン
ターに約 55,000台のサーバーが設置され
た世界的規模のコンピューティング環境を運
用しています。従業員は合計で 147,000台
以上のデバイスを使ってサービスに接続してい
ます。これらのデバイスの大半はビジネス向け
ノートブックPCであり、43,000台以上がハン
ドヘルド・デバイスです。

大規模な組織をサポートする必要性から、クラ
ウドの運用管理はインテルのビジネスにとって
不可欠となっています。クラウドがユーザーに
最適なサービスを提供するためには、セルフ
サービス・ポータルを使用して、標準化された
安全なアプリケーション・プラットフォームとデー
タを要求に応じて提供する、可用性が高く弾
力性のある共有インフラストラクチャーを実現
する必要があります。インテル IT部門は、パブ
リック、プライベート、ハイブリッドの 3つのクラ
ウド提供モデルによって、この目標の達成に取
り組んでいます。

パブリック /プライベート・クラウド・サービスを
使用して、インテルの各ビジネス部門に以下を
提供しています。

•  Software as a Ser vice（SaaS）：オン
デマンドのソフトウェア・アプリケーションまた
はサービス

•  Platform as a Ser vice（PaaS）：オン
デマンドのソフトウェア開発とホスティング

•  Infrastructure as a Service（IaaS）：
オンデマンドのコンピューティング・インフラス
トラクチャー

•  Database as a Ser vice（DBaaS）：
オンデマンドのデータベース・ソリューション

他の大企業とともに、インテルは Open Data 
Center Alliance*のクラウド成熟度モデル
に基づき、複数年にわたってクラウドの成熟に
貢献してきました（図 1を参照）。最終的な目
的は、プライベート・クラウドとパブリック・クラウ
ドにまたがるハイブリッド・アプリケーションの
標準化を可能にする、相互運用性のあるオー
プン・スタンダード対応のフェデレーテッド・クラ
ウドを導入することです。こうした成熟したクラ
ウドモデルにより、コストの最適化、ワークロー
ドのバランス管理、サービス間でのシームレス
なリソース共有を可能にすることで、エンドユー
ザーの生産性向上を目指します。

プライベート・クラウドへの取り組み

インテル IT部門は 2009年、仮想化とデータ
センターの統合によってサーバーリソースの使
用を効率化することで得られる費用対効果を
実現するために、クラウドへの取り組みを開始
しました。まず最初に導入したのは、プライベー
ト・クラウドとコンピューティング（サーバー）の
ための IaaSでした。

プライベート・クラウドは、自動化された効率の
高い仮想化インフラストラクチャーを基盤とす
るシングルテナント・コンピューティング環境で
す。オンプレミスの場合は、エンタープライズ・
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図 1. インテル IT部門は、Open Data Center Alliance*のクラウド成熟度モデルに基づき、業界団体が推奨する相互運用性のあるフェデレーテッド・オープン・クラウドへの進化に 
取り組んでいます。

IT@Intel
IT@Intelは ITプロフェッショナル、マネー
ジャー、エグゼクティブが、インテル IT部
門のスタッフや数多くの業界 ITリーダー
を通じ、今日の困難な IT課題に対して成
果を発揮してきたツール、手法、戦略、ベ
スト・プラクティスについて詳しく知るため
の情報源です。詳細については、http://
www.intel.co.jp/itatintel/ を参照し
てください。あるいはインテルまでお問い
合わせください。
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プライベート・クラウドになり、パブリック・クラウ
ド・プロバイダーがホストする場合は、仮想プ
ライベート・クラウドになります。エンタープライ
ズ・プライベート・クラウドは、インテル IT部門
が所有し、使用、管理するという意味ではシン
グルテナント環境ですが、インテルの複数のビ
ジネス部門にサービスを提供するため、マル
チテナント環境と考えることもできます。通常、
これらのビジネス部門に共通するアプリケー
ションのグループは、1つのテナントとして分類
されます。

エンタープライズ・プライベート・クラウドは、機
密性の高いアプリケーションやデータを企業の
境界の外に置くことによる潜在的なリスクを伴
うことなく、パブリック・クラウドの俊敏性と効
率性が生み出すさまざまなメリットをもたらし
ます。当初の戦略は、パブリック・クラウド・サー
ビスを使用して主要領域で SaaSを利用し
ながら、プライベート・クラウド IaaSを導入し
て、「内部から外部へ」とクラウド・テクノロジー
に関わっていくことでした。1 社内でクラウド・
テクノロジーを使用することにより、アプリケー
ションのコンポーネントを複数のクラウドにわ
たって実行するハイブリッド・モデルで、パブリッ
ク・クラウドを利用することが最終的には可能
になります。

インテル IT部門は、2010年の初めに、オフィ
ス /エンタープライズ /サービス・アプリケー
ション用のプライベート・クラウドを導入しまし
た。この最初のエンタープライズ・プライベート・
クラウドは、主にデータセンター・サーバー環
境の仮想化によって実現しました。導入は、統
合ソフトウェアとデータベースに加え、既存の
エンタープライズ管理ツール /ソリューションを
使用して行われました。その結果、サーバー、
ストレージ、ネットワークの各リソースを組み合
わせた総合的なソリューションができあがりま
した。仮想化と統合によってサーバー・キャパ
シティーの使用率が向上したことで、すぐにコ
スト削減のメリットがもたらされました。さらに、
エンドユーザーの俊敏性と生産性を高めるた
めに、セルフサービス機能も追加されました。

1  詳細については、IT@Intelホワイトペーパー「エン
タープライズ・クラウド・コンピューティング戦略の策定」
を参照してください。

プライベート・クラウドが必要な理由

現在、インテルはパブリック・クラウドのサービスを利用して特定のビジネスニーズや適切
な場所に対応していますが、外部プロバイダーを利用する以前に、独自のキャパシティー
を使用することを優先しています。エンタープライズ・プライベート・クラウドの運用で、リ
テール・クラウド・プロバイダーと直接張り合うつもりはありません。インテル IT部門の使
命は、インテルのビジネス部門とそのユーザーにサービスを提供することです。しかし、私
たちが取り組んでいるクラウド成熟プロセスの一部として、従業員がエンタープライズ環境
と外部のマーケットをどのように使い分けるか、その基準があいまいになりつつあります。

パブリック・クラウドとプライベート・クラウドのどちらがコスト効率に優れているかについて
は多くの論議が交わされています。パブリック・クラウド・プロバイダーは利益を得ることに
目を向けていますが、IT組織は利益を追求しているわけではありません。しかし、パブリッ
ク・クラウド・プロバイダーがスケールメリットを獲得するにつれて、コストが縮小され、競争
力が高まっています。

インテル IT部門がプライベート・クラウドの開発を続ける最も重要な理由は柔軟性と俊敏
性です。クラウド間での相互運用性がほとんどないため、特定のパブリック・クラウド・プロ
バイダーに囲い込まれてしまう可能性は少なくないと考えています。高い切り替えコスト
の原因となるこうした要素は、ワークロード自体の枠を超えて、データ、監視、サービスレ
ベル・アグリーメント、セキュリティーなど、ワークロードに関するあらゆる領域に及びます。
俊敏性に関しては、プライベート・クラウドでは、各ビジネス部門と開発者は各自のクラウ
ド・キャパシティーの取得と管理を迅速に行えるようになり、事前に定義された範囲内で、
アプリケーションのニーズに応じてリソースを動的に拡張できます。

パブリック・クラウドを効果的に利用するには、インフラストラクチャーをインテリジェントに
使用し、クラウドの利点を最大限に活かすことができるクラウド認識アプリケーションを開
発する必要があります。インテル IT部門は、インテルの開発者と引き続き協力して、この
ようなアプリケーションの開発の促進に取り組んでいます。

企業とビジネスのセキュリティーの問題への対処もクラウド戦略の優先事項の 1つです。
インテルのプライベート・クラウドを使用して、セキュリティーの管理と機能の継続的評価
を可能にすることで、継続的なクラウドの導入で新たに発生するリスクや問題に対処でき
ます。このアプローチを使用すると、クラウドサービスとして提供されるセキュリティー機
能への移行について調査しながら、既存の管理機能をオンプレミス・プライベート・クラウ
ドに簡単に適応させることができます。従来の境界防御モデルを超える企業のセキュリ
ティーの進化に対応するためには、こうしたアプローチが非常に重要です。

プライベート・クラウドにより、コストのかかる専用のハードウェアやソフトウェアを追加する
ことなく、すべてのアプリケーションで可用性のレベルを高めることが可能になりつつあり
ます。この信頼性の向上は、仮想化ソフトウェアの新しい高可用性機能と、ミッション・クリ
ティカルな機能（最新のインテル® Xeon® プロセッサーを搭載したハイエンドの業界標準
サーバーのマシン・チェック・アーキテクチャー・リカバリーなど）の可用性によるものです。

http://www.intel.co.jp/itatintel
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•  オープンソース・コミュニティーの頻繁な更
新サイクルを活用して、最新の機能、能力、
パフォーマンス向上を迅速に実装できる。

•  コミュニティーの他のメンバーと協力してコ
アコードを作成し、そのコードを共有して移
行を迅速化できる。

•  次世代のホスティング機能の実現に向けて
ソフトウェア・プラットフォームを常に進歩さ
せながら、インフラストラクチャーへの投資
や仮想化の専門知識など、現在の環境の
重要な側面を保持することも可能になる。

オープンソース・ソフトウェアに加えて、インテル
ではテクノロジーの成熟度、コスト、特定の機
能などの要素を考慮した上で、従来のソフト
ウェア・モデルも併用しています。これらのコン
ポーネントを効果的に連携させるために、オー
プン・スタンダードを活用して全体的な統合、
最適化、自動化の機会に対応しています。

クラウド利用者の使いやすさを確保するため、
クラウド・サービス・プロバイダーにならって運
用管理をモデル化しました。これにより、ユー
ザーはインテルのサービスを理解しやすくな
り、サービスを比較して利用することが可能
になります。内部の ITサービスを使いやすく
することによって、ユーザーは料金を支払って
外部のサービスを利用する前に、まず内部の
サービスの利用を考えるようになります。ワー
クロードを統合すれば、インテル全体でコスト
効率とリソース効率を高めることができます。

プロバイダー・モデルにより、パブリック・クラウ
ド環境は自社の拡張インフラストラクチャーの
ように機能し、アプリケーションやデータをシー
ムレスで安全なユーザー体験として提供する、
将来のハイブリッド・シナリオが可能になり
ます。クラウドが内部と外部のどちらであるか
を問わず、ユーザーは、いつでもどこでも、ど
のデバイスからでも安全な方法でアプリケー
ションやデータに簡単にアクセスできる必要が
あります。

クラウドを提供する目標は、クラウド・プロバイ
ダーと同様に、（ITウォーターフォール・プロセ
スではなく）アジャイル手法とDevOpsのサ
ポートを使用したクラウドの拡張によって、プ
ライベート・クラウドを効率的に運用すること
です。

アジャイル手法は、複数の部門横断型チーム
が協力して要件とソリューションを発展させ
る、反復型の増分開発に基づくソフトウェア開
発手法の集まりです。インテル IT部門は、ク
ラウドの開発にアジャイルアプローチを採用し
ています。また、アプリケーション開発チーム
は、エンタープライズ・プライベート・クラウドに
配置するアプリケーションの開発にアジャイル
を採用しています。

DevOpsは、ITエンジニアリング開発者と IT
運用担当者間のコミュニケーション、コラボ
レーション、統合を重視するソフトウェア開発
手法です。インテル IT部門では、DevOpsモ
デルを使用してクラウドを運用することにより、
開発チームと運用チームの職務が統合され
つつあります。開発者は、高度に自動化され
たアジャイル・インフラストラクチャーを使用し
て、アプリケーションのサポートと管理の大半
を引き継いでいます。開発チームでは、アプリ
ケーションの開発とサポートでの DevOpsの
使用を促進するために提供されているクラウ
ドサービスを使用する機会が増えています。

DevOpsでは、一般的なタスクの自動化を
可能にするために、すべてのレイヤーでWeb
サービスを利用できることが重要になります。
自動化によって拡張性を促進し、ミスにつな
がりやすい手作業を減らすことで、小規模の
チームが大規模な環境をサポートすることが
可能になります。

前述の手法とテクノロジーは、ユーザー体験、
パフォーマンス、コスト、セキュリティー、現在
のクラウド・アクティビティーの状況などに基づ
いて、オンプレミスおよびオフプレミスの最も
適切な場所にアプリケーションを動的に移動
できるハイブリッド・クラウド・モデルという最終
目標を達成するための重要なステップと機能
です。現在はクラウドの時代です。インテル IT
部門は、パブリック・クラウドとプライベート・ク
ラウドのどちらを使用するかに関係なく、コス
トと俊敏性の観点からワークロードを統合し、
最高の価値を得られる地位に留まり続ける必
要があると考えています。また、共通のオーケ
ストレーション・レイヤーからパブリック・クラウ
ドとプライベート・クラウドを調整するために、
まずプライベート・クラウドにこのレイヤーを
シームレスに導入し、運用する必要があるとも
考えています。

成功を判断する基準は次の 2点です。

•  フェデレーション・キャパシティーの確立：
マルチテナント機能を使用し、資産をプール
することによって、リソース共有が向上し、3
年間で 900万米ドル以上のコストが削減さ
れました。

•  オンデマンド・サービスの提供の迅速化：
アプリケーション開発者は、3時間以下とい
うサービスレベル・アグリーメント（SLA）で
仮想マシン（VM）を取得することが可能にな
りました。以前は、新しいキャパシティーの
要求に応じるためのサーバーのプロビジョ
ニングに、最大 90日かかっていました。

オープンクラウドへの進化

現時点でのプライベート・クラウドの 2つ目の
インスタンス化は、主にオープン・スタンダード
とオープンソース・テクノロジーに基づいてい
ます。これは、相互運用性のあるフェデレーテッ
ド・オープン・クラウドへの取り組みの次なるス
テップという位置付けです。オープンソース・ソ
フトウェアを使用してオープンクラウドを構築
することにより、パブリック・クラウド環境をデー
タセンター・サービスの拡張として扱う明確な
道筋が示されます。

私たちは、カスタマー・アプリケーションの開発
を迅速化し、PaaS、DBaaS、クラウド認識の
設計原則を促進するためには、オープンソー
ス・ソリューションが不可欠であると考えてい
ます。オープンソース・クラウド・ソフトウェアに
は、次のような多くの利点があります。

•  独自のクラウド・ソフトウェアを作成、テスト、
導入する必要がなくなる。

•  高いスイッチング・コストと、独自規格に基づ
くソースに関連するライセンスコストを回避
できる。

•  プライベート・クラウド構想に着手した時点
では存在しなかったさまざまなオープンソー
ス・オプションを、現在は活用できる。

•  強力で活気のあるオープンソース・コミュニ
ティーや、サードパーティー企業によって提
供されるエンタープライズ・レベルのサポー
トオプションからメリットが得られ、オープン
ソース・コミュニティーにも参加できる。
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ベスト・プラクティス

プライベート・クラウドをクラウド・サービス・
プロバイダーのように運用するには、オンデ
マンド・セルフサービスPaaSと、サーバー /
ストレージ /ネットワーク・オプションのオン
デマンド・セルフサービス IaaSを提供しな
がら、リソース効率を最大限に高める必要
があります。インテル IT部門では、これらの
目的を果たすために、OpenStack*ソフ
トウェアの使用を拡大し、OpenStack*を
すべてのホスティング仮想化環境の単一の
コントロール・プレーンにする予定です。

インテルのプラットフォームでは、PaaSを導
入する別のオープンソース・プロジェクトで
あるCloud Foundr y*も利用しています。
インテル IT部門は、クラウド機能スタックの各
レベルでクラウドの運用を管理するために、IT
インフラストラクチャー・ライブラリー（ITIL*）標
準に従っています。また、顧客の生産性と体
験を向上させるために、クラウド・ソリューション
提供モデルの改善にも取り組んでいます。

このセクションでは、次の 3つの領域での
インテル IT部門の最新ベスト・プラクティスと
既知の最適手法（BKM）について説明します。

•  クラウド・ホスティング戦略

•  クラウド・ソリューション提供モデル

•  クラウド認識アプリケーション

さらに、これらの領域に重点を置くことによっ
て、プライベート・クラウドとパブリック・クラウド
にまたがるハイブリッド・アプリケーションを可
能にする、相互運用性のあるフェデレーテッド・
オープン・クラウドへの進化も促進されます。

プロバイダーと同様の 
クラウド・ホスティング戦略の導入

優れたサービスを提供するには、インテル IT
部門はクラウド・サービス・プロバイダーと同様
の働きをすることで、サービスの取得と使用を
迅速かつ容易にする必要があると考えていま
す。同時に、常にクラウド・フェデレーションに
重点を置き、社内の ITインフラストラクチャー
間でワークロードとサービスを簡単に移動でき
るようにすることで、俊敏性と効率性を最大限
に高めます。最終的には、プライベート・クラ
ウドとパブリック・クラウド間で同レベルの流動
性の実現を目指します。インテル IT部門がク
ラウドブローカーの役割を果たすことで、統合

によってコストを最適化し、クラウドサービスの
ポートフォリオ全体で ITの標準的な要件（セ
キュリティーなど）を促進することが可能にな
ります。

クラウド構想の成功を判断する基準の１つとし
て、動的かつ柔軟に構成可能なリソースプー
ルによって実現されるオンデマンド・セルフサー
ビスを提供する能力が挙げられます。サー
バー、ストレージ、ネットワークの各機能をすべ
て抽象化し、サービスとして提供する必要が
あります（図 2を参照）。インターネットまたは
企業ネットワーク経由でサービスにアクセスで
きる必要があり、複数のユーザー間でリソー
スを共有できる必要があります（マルチテナン
ト機能）。

クラウド・ホスティング戦略の最後の要素は、
サーバーの定期更新です。既存のデータセン
ターの現在および将来のコンピューティング・
ニーズにコスト効率よく対応する能力を高め
るために、インテル® Xeon® プロセッサー E7 
v2ファミリー搭載サーバーへの移行を進めて
います。

運用管理（オープンソース基盤）

Horizon

インターフェイス
グラフィカル・ユーザー・インターフェイス アプリケーション・プログラミング・インターフェイス

ウォッチャー ディサイダー アクター コレクター

分析 メッセージング データ Web

ダッシュボード

Nova
コンピューティング

Glance
OS

Cinder
ブロックストレージ

Swift
オブジェクト・ストレージ

Neutron
ネットワーク

Monitoring as a Service

6カ月

6カ月

3カ月

3カ月

リリースサイクル

Platform as a Service（オープンソース基盤：CloudFoundry*）
アプリケーション・プラットフォーム・サービス

Infrastructure as a Service（オープンソース：OpenStack*）
クラウド運用環境

サーバー ストレージ ネットワーク

図 2. オープンソースと他のコンポーネントを示すインテル IT部門のクラウド・プラットフォーム・ソリューション・スタック、および関連する更新サイクル。
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管理されたクラウド機能スタック

サービスの
提供 クラウドポータル

（オンデマンドのインフラストラクチャー・サービス）
ビジネス・インテリジェンス・アプリケーション
（測定基準、分析、トラブルシューティング）

エンドツーエンドのインフラストラクチャー機能の管理アプリケーション

インテリジェントな構成管理

構成エラー管理

トラブルシューティング・データの
オンデマンドのほぼリアルタイムでの統合

コアデータの定期的なビジネス主導型の
統合、集約、保存

ユーザーデータ/コアデータの
オンデマンドの統合と分析

サービスと
インフラストラクチャー
間の健全性管理

予測的
アクション

インフラストラクチャー
構成マネージャー

アプリケーション
構成マネージャー イベント・コンソリデーター

問題マネージャー

イベント・マネージャー

デバイス
構成データ・
レジストリー

アプリケーション
構成データ・
レジストリー

インフラストラクチャー・
コンテナー・
マネージャー

アプリケーション・
プラットフォーム・

コンテナー・マネージャー

エンドツーエンドの
プロビジョニング・
ライフサイクル

エンドツーエンドの
コンプライアンス・
ライフサイクル

計画 プロビジョニング・
ライフサイクル

パッチ・
マネージャー

プロビジョニング・
マネージャー

デバイス・
イベント・
エージェント

アプリケーション・
イベント・
エージェント

パッチ提供
エージェント

PRD提供
エージェント Web/SQL

PRD

仮想デバイス Web/SQLコンテナー

OS
PRD

論理
ディスク/ネット

物理 -
仮想
ライフ
サイクル割り当て構成の標準化

インテリジェントなイベント管理 インテリジェントな変更管理 インテリジェントなキャパシティー管理

構成マネージャー イベント・マネージャー 変更マネージャー

アプリケーション /インフラストラクチャー・
デバイスの構成

アプリケーション /インフラストラクチャー・
イベントの生成

アプリケーション /プロジェクト
要件ドキュメント（PRD）の提供 デバイスコンテナー

アプリケーション・
プラットフォーム・
コンテナー

キャパシティー・コンテナー・マネージャー

ビジネスサービス1 ビジネスサービス2 ビジネスサービスn

IaaS（および PaaS）提供レイヤー

エンドツーエンド・グローバル・インフラストラクチャー・ワークフロー自動化レイヤー

最適化されたサーバー /ストレージ /ネットワーク認定ハードウェア・プラットフォーム

データセンター施設

統合運用データレイヤー（構成、イベント、変更、キャパシティー）

ワークフローの
自動化

機能
管理

デバイス
（コンテナー）

物理デバイス

施設

データの
統合と分析

図 3. ITIL*標準により、クラウド・ソリューション・スタック全体を包括的に把握できます。

る、モジュール式の拡張可能なフレームワー
クを確立します。また、VMの迅速なプロビ
ジョニングとデプロビジョニングを実現する
ために、可用性と拡張性の高いオンデマン
ドのクラウド・コンピューティング・インフラス
トラクチャーを提供します。

•  データの統合と分析：すべてのコンテナー
および機能管理レイヤーのデータを統合し
ます。

•  機能管理：構成管理、イベント管理、変更
管理、キャパシティー管理を監視し、処理し
ます。

•  デバイスまたはコンテナー：VM、ストレー
ジコンテナー、エージェントが含まれます。

•  物理デバイス：サーバー、ストレージ、ネット
ワークの各ハードウェア・プラットフォームが
含まれます。

•  施設：データセンター全体を表します。

インテル IT部門は、ITIL*標準を使用して、
権利付与、割り当て量、透過的に測定される
サービス、データ駆動型ビジネスロジックなど
で構成されるホスティング自動化フレームワー
クを導入することが重要なベスト・プラクティ
スであると考えています。この ITIL*標準によ
り、ビジネスの俊敏性と速度を向上させる、利
用者を重視したセルフサービス・ポータルを提
供する真のエンタープライズ・プライベート・ク
ラウドを運用することが可能になります。

BKM 2：OpenStack*クラウドの導入
インテル IT部門は、中核となるクラウド・イン
フラストラクチャー・リソース（サーバー、スト
レージ、ネットワーク）をプログラム可能な方法
で公開するために、オープンソース・クラウド
OSであるOpenStack*を選択し、すべての
ホスティング仮想化環境に導入しました（図
4を参照）。OpenStack*により、コンピュー

BKM 1：ITIL*標準を使用した 
リソースの管理
インテル IT部門は、クラウド機能スタックの各
レベルでクラウドの運用を効率的に管理する
ために、ITIL*標準を導入しました（図 3を
参照）。この標準により、物理デバイスとコン
テナー、機能管理、データの統合と分析、ワー
クフローの自動化、サービスの提供など、クラ
ウド・ソリューション・スタック全体を包括的に
把握できます。

ITIL*標準の導入により、以下の管理レイヤー
を提供して、自動監視 /構成ツールの使用を
強化し、オンデマンドのサービスを向上させる
ことが可能になります。

•  サービスの提供：IaaSと PaaSを提供し
ます。

•  ワークフローの自動化：クラウド・コンピュー
ティングの多数の側面の統合を簡素化す
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ティング（サーバー）のプロビジョニング専用
のセルフサービスから、ストレージ要素とネット
ワーク要素も対象としたセルフサービスに発
展させることが可能になります。

OpenStack*は、ITホスティングのコンバー
ジェンス・プラットフォームとして、管理者が管
理に使用できるダッシュボードを提供します。
ユーザーは、Webインターフェイスで提供さ
れるセルフサービス機能を使用して、リソース
を選択し、簡単にプロビジョニングを行うこと
ができます。OpenStack*と自動監視 /構
成ツールを組み合わせることで、インテルの
アプリケーション開発者用の新しいキャパシ
ティーの迅速なプロビジョニングをより簡単に
実現できます。

BKM 3：単一のコントロール・プレーンによる 
俊敏性と効率性の最大化
OpenStack*を仮想化環境全体の単一の
コントロール・プレーンとして使用することが、
2014年の主要な戦略です。2 エンドユーザー
がクラウドを操作するときに、Webポータル、
API、OpenStack*コマンド・ライン・インター
フェイス（CLI）のどれを使用するかに関係な
く、OpenStack*によってそのユーザーに
IaaSが公開されます。コントロール・プレーン
によって、IaaSの上に PaaSのインスタンス
がプロビジョニングされます。

OpenStack*レイヤーの下がホスティング環
境です。この環境は、商用ハイパーバイザーを
基盤とすることも、Kernel-based Virtual 
Machineなどの OpenStack*ハイパーバ
イザーを基盤とすることもでき、ユーザーに対
しては抽象化されます。ユーザーにとっては、
基盤となるインフラストラクチャーが何である
かは重要ではなく、求めているのはホスティン
グ・サービスだけであるため、このような抽象
化は理にかなっています。

OpenStack*と自動監視 /構成ツールの実装
を統合することで、次の利点がもたらされます。

•  アプリケーション開発者用の新しいキャパシ
ティーの迅速なプロビジョニング。

•  アクティブ /アクティブ・アプリケーションの
設計のサポート。冗長性と自動化の向上

により、クラウド用に設計されたアプリケー
ションのダウンタイム・ゼロという目標達成を
支援します。

•  ソフトウェア・アップグレード・サイクルの短
縮。これにより、最新の機能強化や機能を
迅速に導入できるようになるため、最先端
のコンシューマブル・クラウド・サービスを実
現できます。

•  サービスレベルとコンプライアンスの向上。

現在の取り組みの 1つとして、既存のインフ
ラストラクチャーへの投資を保護し、インテル
のホスティング環境の共通インターフェイスを
提供しながら、OpenStack*ベースのコント
ロール・プレーンを使用して、成熟途上にある
オープンソースの機能を最大限に活用するこ
とがあります。このバランスを取るために、次
のことを行っていきます。

•  サプライヤーに OpenStack* APIを提供
するよう求める。

•  サービスの有機的成長、更新、機能の成熟
を通じて、コストに最適化されたインフラスト
ラクチャーを導入する。

•  コンピューティング・サービスを管理するた
めに、マルチハイパーバイザーに移行する。

•  オープンソースのスキルセットを習得するた
めに、従業員のトレーニングを続ける。

•  このすべてを実行して、プライベート・クラウ
ド全体でオープン・ソフトウェアの使用効率
を高め、相互運用性のあるフェデレーテッド・
オープン・クラウドに向けてスムーズに前進
できるようにする。

MaaS

現在、インテル IT部門は、IaaSの下層レイヤー
であるbare Metal as a Ser vice（MaaS）
の導入に取り組んでいます。MaaSは、
OpenStack*クラウド・インフラストラクチャー
など、複雑で拡張性のあるサービス向けに、
物理ハードウェアの導入と動的プロビジョニン
グの促進および自動化を支援します。

MaaSの主なインフラストラクチャー・ユース
ケースとして、次の 3つがあります。

•  ITインフラストラクチャー（特に、インテル IT
部門のクラウド・インフラストラクチャー）のプ
ロビジョニングと管理。

•  IT部門がホスト管理するインフラストラク
チャーに対する、利用者自身によるオンデ
マンドの管理とプロビジョニングの実現。
MaaSにより、エンドユーザーは、ワークロー
ドに必要な VMをプロビジョニングする場合
と同様に、物理デバイスをプロビジョニング
できるようになります。

•  ハードウェア /ソフトウェア・ラボで設定さ
れた IT部門の管理外のインフラストラク
チャーの管理とプロビジョニング。

このユースケースでは、インテル IT部門が機
能を提供し、各ラボがビジネスを運営します。
MaaSの最初の導入は 2015年中を予定し
ています。

BKM 4：サーバーの定期更新による 
データセンターのスペースとコストの最適化
高い仮想化率と最新のインテル ® Xeon® プ
ロセッサーを搭載したサーバーの 3～ 4年ご
との更新サイクルとを連動させて、インテル IT
部門は、必要な物理サーバーの数を大幅に
削減しながら、増大するサーバーとストレージ
の要求に対応することができました。2009
年から2012年までの間に、物理サーバーを
60%削減し、VMの数を約 5.5倍に増やしま
した。

プロセッサーとサーバーの進歩により、全く変
わらないデータセンターの同じ面積のスペー
スで、毎年 35%ずつ増加するキャパシティー
需要を満たすことができました。既存スペース

2  OpenStack*を使用したオープンソースへの取り組
みの発端の詳細については、IT@Intelホワイトペー
パー「Accelerating Deployment of Cloud of 
Services Using Open Source Software」を参
照してください。

アプリケーションOpenStack*ダッシュボード

標準ハードウェア

OpenStack*共有サービス

サーバー ストレージ ネットワーク

図 4. OpenStack*は、データセンター全体にわたる
サーバー /ストレージ /ネットワーク・リソースの大規模
なプールを制御するオープンソース・クラウドOSです。
管理者はダッシュボードを使用してこれらのリソースを管
理でき、ユーザーはWebインターフェイスを使用してリ
ソースをプロビジョニングできます。

http://www.intel.co.jp/itatintel
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サー E7-4870に比べ、スループットを84%
向上させることができました。4

インテル® Xeon® プロセッサー E7 v2ファミ
リーは、従来製品の 3倍のメモリー容量を備
えているため、さまざまな構成やワークロード
（大量のデータ処理やトランザクション処理
を必要とするワークロードなど）を処理する
柔軟性が得られます。プロセッサーのマシン・
チェック・アーキテクチャー・リカバリー機能に
より、致命的になり得る一部のエラーからの
システム復旧も可能になります。この機能とそ
の他の機能により、クラス最高水準の RISC
ベースのプラットフォームと同等の稼動時間
が実現されます。

クラウドサービス提供モデルの進歩

インテル IT部門は、IaaS/PaaS（DBaaS
を含む）提供モデルのパフォーマンスと、こ
れらを利用する顧客のセルフサービス体験
を大幅に向上させ続けています。ほとんどの
場合、機能強化でオープンソース・ソリュー
ションがますます使用されるようになっています
（IaaSにはOpenStack*、PaaSには Cloud 
Foundry*）。

BKM 5：セルフサービス IaaSの実現
IaaSは、アプリケーション・スタック全体の制
御を必要とする、既製の商用ソフトウェアやカ
スタム・アプリケーションのホスティングに適し
ています。IaaSを使用するビジネス部門では
スタック全体をサポートするか、あるいは特別
な配置を行うことで、インテル IT部門が、管
理されたホスティング・サービスを利用するこ
とを可能にしています。

IaaSソリューションでは、APIや GUIを使用
してサーバー /ストレージ /ネットワーク・イン
フラストラクチャーを公開し、オンデマンド・セ
ルフサービスを可能にしています。既存のサー
バー /ストレージ・ソリューションで、多数の機
能強化（後述）が進行中です。また、ネットワー
クの柔軟性と機能を強化し、顧客がネットワー
ク・サービスを迅速かつ簡単に取得できるよう
に、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）の導
入も進めています。

コンピューティング・ソリューションの 
機能強化
コンピューティングの面では、マルチハイパー
バイザー・クラウド環境への移行を進め、監視
ソリューションやデータベース・テクノロジーな

の利用を最適化することは、データセンターの
新築よりも優れた価値提案であり、投資収益
率の実現を迅速化できます。データセンター
を構築するには長い時間がかかりますが、
サーバーの更新ならば、わずか数日で具体的
なメリットがもたらされます。さらに、サーバー
の価格が横ばいである限り、最新のインテル® 
プロセッサーを導入することによって、追加コ
ストなしで実際のパフォーマンスは年々向上し
ます。

現在、インテル IT部門では、新しいデータセン
ターを構築するのではなく、最新のインテル® 
Xeon® プロセッサー E7 v2ファミリーを搭載
したサーバーへ更新することによって、データ
センターの既存スペースの最適化を進めてい
ます。インテルの 22nmプロセス技術に基づ
くこれらのプロセッサーでは、コア数が 50%
増加し（最大 15個）、ソケット当たりのスレッ
ド数が最大 30スレッドに増え、キャッシュ容
量が 25%増加したことで、従来製品と比
べて平均性能が最大 2倍向上しています。3

こうした性能の向上と、統合 PCI Express* 
3.08によって最大 4倍に拡大される帯域幅
により、旧世代のインテル® Xeon® プロセッ

共有コミュニティーによるオープンソース・ソリューションの進歩

OpenStack*とCloud Foundr y*は、世界中の開発者およびクラウド・コンピューティング技術者の協力によって開発され、支援されて
います。その目標は、各プロジェクトを導入しやすくし、拡張性に優れた機能豊富なプロジェクトにすることです。どちらのテクノロジーも、ク
ラウド・ソフトウェアおよびハードウェア・インフラストラクチャー・ソリューションの各種コンポーネントを提供する、相互に関連する一連のプロ
ジェクトで構成されます。OpenStack*とCloud Foundr y*のソースコードは、すべてApache* 2.0ライセンスの下で提供されます。

自身が大規模な IT組織であるインテルは、各ソリューションが企業のニーズを確実に満たせるように、オープンソース・コミュニティーと協
力する重要性を認識しています。インテルは、OpenStack*コミュニティーのゴールドメンバーとして、OpenStack*の使命に基づき、資金、
戦略的連携、専門知識を提供しています。インテル IT部門のスタッフが密接に関与し、コードやドキュメントの提供、バグや脆弱性の報告
などを行っています。こうした取り組みはすべて、インテルや他の IT組織のためにOpenStack*の実用性を高めることを目的としています。
その結果、クラウド・コンピューティング・インフラストラクチャーにOpenStack*を選択した IT運用管理は、インテル ® プロセッサー搭載ハー
ドウェアなどへの投資から最大限の価値を引き出すことが可能になります。

インテルは、Cloud Foundr y Foundationのゴールドメンバーとして、Cloud Foundr y*コミュニティーに参加しています。また、
インテル IT部門は、Cloud Foundr y* Community Advisor y Boardのメンバーとして、Cloud Foundr y*のロードマップに関する
戦略的な技術的フィードバックの提供、企業の要件の推奨、Cloud Foundr y*プロジェクトの日常的な運用に関するより戦術的な情報の
提供を行っています。これには、コミュニティーの管理とガバナンス、およびアウトリーチ構想が含まれます。

インテルは、OpenStack*や Cloud Foundr y*などの共同オープンソース・プロジェクトへの取り組みや、Open Data Center 
Alliance*、インテル ® クラウド・ビルダーズ・プログラム、学界、業界調査センターを通じた取り組みによって、ビジョンの促進とクラウド・コン
ピューティングのオープン・スタンダード・ベースのソリューションの開発の進展を支援しています。これらの取り組みを通じて、自動化、フェ
デレーション、クラウド認識を重視しつつ、引き続き支援を行っていきます。

3  構成の詳細と、これらのパフォーマンスの記述に関する
その他の情報については、インテルの製品概要「The 
Foundation for Better Business Intelligence」
を参照してください。

4  同左。

http://www.intel.co.jp/itatintel
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現在は、プライベート・クラウド環境でWebア
ドレス指定可能なオブジェクト・ストレージを
使用するという初期段階にあります。通常、こ
のタイプのストレージは、Write Once Read 
Many（WORM）タイプのアプリケーションに
適しており、一般に比較的低コストでパフォー
マンスが低いディスクドライブに導入できます。

ネットワーク・サービスの機能強化
コンピューティング（サーバー）とストレージの
プロビジョニングが自動化されたことで、現
在はネットワーク・コンポーネントをセルフサー
ビスにするための SDNの導入が行われてい
ます。SDNは、コントロール・プレーン（ネット
ワークを構成する際に使用するネットワーク要
素）をデータプレーン（実際のパケットフロー
とトラフィックがネットワークを横断する場所）
から分離します。SDNの主な利点は、データ
センター・ネットワークの管理を個々のスイッチ
から切り離し、一元化されたコントローラーか
らの構成が可能になることです。この一元化
により、ユーザーはWebポータルを使うかあ
るいは APIを使用して、自分でネットワーク・
サービスを要求し、各自のアプリケーション環
境に含めることができるようになります。非常
に短時間でネットワークをプロビジョニングで
きるため、この俊敏性はユーザーにとって大
きなメリットとなります。

インテル IT部門では、SDNを仮想化環境
の上にオーバーレイ・ネットワークとして統合
し、クラウド環境の VMにコア・ネットワーク
接続（ルーティング、スイッチング、ネットワー
ク・アクセス制御）を提供しようとしています。
SDNを使用することにより、仮想ネットワーク
環境を物理ネットワーク（アンダーレイ）から
抽象化することが可能になり、物理ネットワー
ク上で必要なネットワーク構成作業が簡素
化されました。導入した SDNソリューション
をOpenStack*の Neutron APIと統合す
れば、これらの APIを使用して SDNソリュー
ションをプログラムによってオンデマンドで構
成できます。ベスト・プラクティスの観点から、
インテル IT部門では、SDNを今後数年にわ
たって進化し続ける成熟途上のテクノロジー
であると見ています。

さらに、クラウド環境の新しい分散ネットワー
ク・アクセス制御モデルへの移行も進めて
います。このモデルでは、OpenStack*の
Neutronに実装されたセキュリティー・グルー
プとネットワーク・アクセス制御リストおよび
SDNフレームワークによって、クラウド環境内
での通信にネットワーク・アクセス制御が提供

されます。従来のハードウェア・ファイアウォー
ルでは、データセンターの境界と、クラウドリ
ソースおよびクラウド以外のリソース間の通信
にアクセス制御が提供されます。最も一般的
に使用されるロードバランサーとグローバル・
ロードバランサーの構成のためのセルフサー
ビスも導入しています。

基盤インフラストラクチャーの自動化
インテル IT部門では、OpenStack*ベース
のクラウドの基盤となるインフラストラクチャー
とコントローラーの起動を自動化する、基盤
インフラストラクチャー自動化フレームワーク
を試験導入しています。このタイプの自動化
を導入すると、一貫した方法で複数のプライ
ベート・クラウド・インスタンスを構築して維持
することが可能になります。私たちは、トランク
（OpenStack*の主要開発領域）から最新
のオープンソース・パッケージ、パッチ、リリー
スを取得し、それをパッケージ化して、プライ
ベート・クラウドに統合することを可能にする
フレームワークを確立しました。このフレーム
ワークにより、活気あふれるオープンソース・コ
ミュニティーが頻繁にクラウド・オーケストレー
ション・フレームワークに導入する変更や技術
革新の利用が可能となります。

BKM 6：包括的なPaaSオプションの提供
PaaSは、クラウドでカスタム・アプリケー
ションを構築し、迅速にホストするために、事
前プロビジョニングされた環境（OS、抽象化
されたミドルウェア、インフラストラクチャー）
です。PaaSを使用すると、開発者が開発か
ら導入まで管理できるので、実稼動までの時
間の大幅な短縮、リソースの使用の最適化、
クラウド認識アプリケーションの開発の促進
が実現されます。開発者がアプリケーション
を管理し、インテル IT部門はその基盤となる
プラットフォームとインフラストラクチャーを管
理します。

セルフサービスにより、PaaSはプログラマー
の生産性を高め、プライベート・クラウドの価
値をさらに多くのグループや用途にまで拡大
することが可能になります。PaaSは、より多く
のユーザーにクラウドの価値 /利用モデルを
示すことで、最終的にハイブリッド（プライベー
ト /パブリック）クラウドを使用して拡張性と
コスト効率の向上を促進するためのテクノロ
ジー・ロードマップをサポートします。

PaaSにより、開発者はクラウド・アプリケー
ションを構築しやすくなります（図 5）。PaaS
を使用して構築されたアプリケーションには、

ど、オープンソース・テクノロジーの使用を可
能な限り増やしています。IaaSの場合と同様
に重要なのは、コンピューティング（サーバー）
をサポートするインフラストラクチャーです。
現在、最新のインテル® Xeon® プロセッサー 
E7 v2ファミリーを搭載した新しいサーバー
の導入を進めています。セキュリティーの面で
は、インテル® アーキテクチャーによって、ハー
ドウェア・アシストによるセキュリティー機能を
使用した安全な仮想化機能が提供されます。
具体的なソリューションとしては、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（インテル® TXT）5や、インテル® AES 
New Instructions（インテル® AES-NI）6

などがあります。

その他のセキュリティー対策として、データ匿
名化の調査を続けています。データ匿名化
は、重要な情報が特定できないような方法
で、使用されるテキストや公開されるテキスト
を変更するという処理方法です。逆のプロセ
スである匿名化解除では、匿名データを他の
データソースと相互参照して、匿名データソー
スを再特定します。

ストレージ・ソリューションの機能強化
ブロックストレージは、引き続きクラウド・ス
トレージ・インフラストラクチャーの中心部
分です。プロビジョニング時に、VMごとに
ブートボリュームが作成されます。また、API
を使用して IaaSコア・コンポーネントを公
開する戦略との整合性を取るために、VM
の追加ボリュームの作成、削除、接続と、
OpenStack* Cinder APIの使用のための
セルフサービスも可能にしました。

5  すべての条件下で絶対的なセキュリティーを提供でき
るコンピューター・システムはありません。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（インテル® 
TXT）を利用するには、インテル® バーチャライゼー
ション・テクノロジー、インテル® TXTに対応したプ
ロセッサー、チップセット、BIOS、Authenticated 
Codeモジュール、インテル® TXTに対 応した
Measured Launched Environment（MLE）
を搭載するコンピューター・システムが必要です。さ
らに、インテル® TXTを利用するには、システムが
TPM v1.sを搭載している必要があります。詳細につ
いては、http://www.intel.co.jp/technology/
security/ を参照してください。

6  インテル® AES New Instructions（インテル® 
AES-NI）を利用するには、インテル® AES-NIに対
応したプロセッサーを搭載したコンピューター・シス
テム、および命令を正しい手順で実行する他社製ソフ
トウェアが必要です。インテル® AES-NIは、一部の
インテル® プロセッサーで利用できます。提供状況につ
いては、各 PCメーカーなどにお問い合わせください。
詳細については、インテル ® AES New Instructions
（インテル® AES-NI）（英語）を参照してください。

http://www.intel.co.jp/itatintel
http://www.intel.co.jp/technology/security/
http://www.intel.co.jp/technology/security/
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni/
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni/
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アプリケーションの構築
• 利用可能な設計
パターン

• PaaSにリンクされた
対話型開発環境

最初のリリースの導入
• セルフサービスでの導入
• 実稼動環境の自動化への
道程

• マルチテナント機能

アプリケーションの管理
• 弾力性
• セルフサービス・ログ /
データ

• アプリケーションの監視
• 測定
• 自動パッチ適用

リリースの導入
• セルフサービスでの
導入による新しい
バージョンの容易な
追加

使用終了
• セルフサービスでの
削除

図 5. Platform-as-a-Service（PaaS）ソリューションにより、クラウド・アプリケーションを迅速かつ効率的に構築できます。

Cloud Foundry* PaaSスタックは、サーバー
をプロビジョニングする必要がなく、開発者
がセルフサービス・ホスティングの一環として
行うサポートの量が大幅に削減されるため、
IaaSに比べ、俊敏性に基づいた多くのメリッ
トがもたらされます。現在、インテル IT部門
は実稼動 PaaSの 2つのインスタンスを提供
しています。1つは内部向けアプリケーション
用で、もう1つは外部向け（インターネット）ア
プリケーション用です。

PaaSの最近の技術革新
インテル IT部門は、OpenStack*基盤の上 
に構築されたオープン・クラウド・エクスクレー 
ブ環境に配置されている、Cloud Foundry*/
Iron Foundr yオープンソース・ソフトウェア 
に基づくPaaSを初めて試験導入しました。
この試験導入の結果を基に、セカンドバー
ジョンの Cloud Foundr y*に基づく実稼動
レベルの PaaSのエンジニアリングを開始しま
した。このメジャーリリースでは、新しいシステ
ム・アーキテクチャーと新しいツールが提供さ
れました。このアップグレードにより、インテル
IT部門は以下の技術革新の導入を進めてい
ます。

•  Wardenコンテナー：VM内で実行され
るWardenコンテナーは、アプリケーション
のパーティション化に使用される隔離環境
です。Wardenの利点と目標は、ノード上
に存在するアプリケーションの動作がその
他のアプリケーションに影響を及ぼす、いわ
ゆる「Noisy Neighbor（迷惑な隣人）」
問題に対処することです。コンテナーごと
に、CPU、メモリー、ディスク、ネットワーク
の各使用量の制限を設けることが可能で
す。アプリケーションは、プッシュまたは拡張
されるたびに、独自のコンテナー内でホスト
されます。

•  ビルドパック：これらの自己完結型パッケー
ジには、特定のアプリケーション・スタック
のサポート方法に関する命令が含まれてい
ます。例えば、PHP、Ruby、Pythonなど
の言語用のビルドパックがあります。ビルド
パックは、アプリケーションのフレームワーク
とランタイムサポートをパッケージ化する便
利な方法です。こうしたサポートがプラット
フォームに統合されていない場合、アップグ
レードが必要となったときも、その拡散能力
が低く抑えられてしまいます。プラットフォー
ムの観点から見ると、ビルドパックによって、
開発者はさまざまなアプリケーションの複数
のバージョンのアプリケーション・ランタイム
を同時に使用できるようになります。

  ビルドパックは、PaaSが同時にサポートで
きるプログラミング言語とフレームワークの
種類を広げる点で魅力的です。提供され
ているビルドパックを使用せずにアプリケー
ション・フレームワークを使用したい開発者
は、独自のビルドパックを作成することもで
きます。

•  PaaSポータル：Cloud Foundry*には、
開発者が PaaSインスタンスを操作できる
ようにするための CLIとAPIが含まれて
いますが、インテル IT部門では、開発者
がさらに簡単に操作できるように、Cloud 
Foundr y* APIを使用する PaaSポータ
ルの開発を進めています。このポータルは、
インテル IT部門がカスタム開発したWeb
ベースのインターフェイスです。今後はさら
に、ポータルは 2つの主要機能を提供する
予定です。1つは、PaaSのすべての情報
を収集し、現在および将来のユーザーに提
示するランディング・ページを作成する機能、
もう1つは、ユーザーがアカウントをサイン
アップし、アプリケーションを導入および管
理する場を提供する機能です。

弾力性、高可用性、オンデマンドのアクセス、
従量制のマルチテナント環境など、クラウドの
メリットが継承されます。2012年の試験導
入では、PaaSによって開発者が革新的なア
イデアを 1日で実稼動環境に移行できること
が実証されました。それ以来、インテル IT部
門は、基盤となるソフトウェア・プラットフォーム
の重要な更新や、カスタム開発された PaaS
ポータルの追加など、実稼動 PaaSサービス
に注力しています。

オープンソースの PaaSソリューション
インテル IT部門は、IaaSソリューションの上
で実行できる PaaSソリューションを選択する
に当たって、俊敏性、簡素化、標準化、効率
性を実現できるエンタープライズ・プライベー
ト・クラウドに適したオープンソース・ソリュー
ションを求めていました。そして、これらの要
件から判断した結果、Cloud Foundr y*が
選ばれました。このオープンソース・ソリュー
ションは、技術力およびサポートされる豊富な
プログラミング言語とフレームワーク（Java*、
Ruby、Python、PHPなど）の点で要件を満
たしていました。Iron Foundr yという別の
オープンソース・ソフトウェア・プロジェクトは、
Cloud Foundr y*を .NETアプリケーション
用に拡張します。こちらの利点は、開発者がア
プリケーションの導入に同じツールセットとプ
ラットフォームを使用できることです。これは、
プラットフォームの柔軟性と、開発者コミュニ
ティーの現在のニーズや新たなニーズへの対
応という点で大きなメリットと言えます。

Cloud Foundry*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ました。
OpenStack*と同様に、活気あふれるコミュ
ニティーが Cloud Foundry*を支援し、頻繁
な貢献や知識の共有、サードパーティーのサ
ポートオプションの提供などを行っています。
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生するトランザクションは、データの冗長性
を確保するために 2つの追加ノードにレプリ
ケートされます。各データベース・インスタン
スは、OSとマシンの冗長性を確保するた
めに個別の VM上に配置され、各 VMは、
ハードウェアの冗長性を確保するために個
別のインフラストラクチャー・ホスト上に配置
されます。

•  セキュリティー：各データベース・インスタン
スの作成にあたっては、データの安全性を
確保するために最大限のセキュリティーが
確保されます。各ログインには、タスクを実
行するための適切な権限が付与されます。
各アプリケーションでは、専用のロードバラン
サーを使用してトラフィックが分離されます。
すべてのデータベースのインフラストラク
チャーは、適切なセキュリティー・アクセス権
限で保護されます。

•  災害復旧：災害発生時に最新の状態にリカ
バリーできるように、すべてのデータベース・
インスタンスがバックアップ・スケジュールに
従います。追加のクラウドサイトの作成時に、
災害復旧サイトの自動データベース・フェイ
ルオーバーを提供することが計画されてい
ます。

•  監視：すべてのデータベースが同等に扱わ
れます。各データベースは詳細監視サービ
スに追加され、可用性、フェイルオーバー、
パフォーマンス、キャパシティーが監視され
ます。即時の問題解決のために、アラート
がシステム管理チームに送信されます。アプ
リケーションの早急なサポートが必要な場
合は、必要に応じてデータベース専門家に
通知されます。さらに、DBaaSでは、アプリ
ケーション所有者は他のフィードバックも提
供できるように、所有するデータベース・サー
ビス・ログも提供しています。

•  弾力性と適切なサイジング：DBaaSは、
Noisy Neighborからの隔離機能を備え
ています。この機能により、アプリケーション
の動作に影響を及ぼすことなく、データベー
スをクラウド内の任意の場所に移植できま
す。監視アラートに基づいて、メモリー、コン
ピューター、ストレージなどのコンピュー
ティング・リソースを必要に応じてインスタン
スに追加できます。データベースのメモリー
使用量をチェックし、メモリーを次のサイズ
単位に増やす必要があるかどうかを確認す

る監視機能が用意されています。

•  インデックス・チューニングとメンテナンス：
DBaaSでは、データベース・コンテナーの
提供に加え、チューニングされていないクエ
リーや時間のかかるクエリーを監視します。
インテル IT部門は、実行されているクエリー
のインデックス最適化を分析しています。ア
プリケーション・コードの変更が必要な場合
は、開発者に情報を提供します。また、イン
デックスの断片化、ログのローテーション、
セキュリティー・パッチの適用などの標準の
メンテナンス手順も提供しています。

クラウド認識アプリケーションの実現

インテル IT部門がクラウド・コンピューティン
グの広範な導入を続ける中で、インテルのソ
フトウェア開発は大きな転換期を迎えていま
す。インテルのアーキテクトと開発者は、セル
フサービス・プロビジョニング、弾力性、Run-
Anywhere（環境に依存しない）設計、マル
チテナント機能、Design for Failure（耐障
害性設計）など、クラウドの利点を最大限に
活かすクラウド認識アプリケーションの設計
方法を習得しようとしています。また、開発者
は PaaSサービスで提供される多数のセルフ
サービス・ツールやセルフサービス・データを
活用して、アジャイル手法を採用することが多
くなっています。

BKM 7：新たな思考が求められる 
クラウド認識アプリケーション
クラウドの利点を最大限に活かすには、アプリ
ケーション開発者が新しい設計原則を組み込
む必要があります。インテル IT部門が対応し
ている4つの主要領域は次のとおりです。

•  耐障害性と耐遅延性を備える。

•  特定のインフラストラクチャーや場所に結び
付けない。

•  要求に基づいてスケールアウト/バックする。

•  エンドユーザーにセルフサービス機能を提
供する。

PaaSソリューションは、テンプレート、リソー
ス共有、再利用可能なWebサービス、大規
模なマルチテナント機能を提供することによっ
て、こうしたクラウド認識アプリケーションの

  ユーザーは、CLIまたは APIを引き続き利
用することもできます。ただし、PaaSポータ
ルには、次のような大きな利点があります。

 -  アプリケーション開発環境にクライアント
をダウンロードする必要がない。

 -  各機能が使いやすいGUIに統合される。

 -  アクティブ /パッシブ、アクティブ /アク
ティブなどの高可用性シナリオ、セキュリ
ティー /ガバナンスの自動化、アプリケー
ション開発の他の領域との連携などの領
域で、将来の自動化の場を提供する。

今後、このポータルは、開発者がリソースにア
クセスし、アプリケーションを導入および管理
するための主要な手段になると予想されます。

DBaaSの追加
DBaaSは、PaaSサービスの重要なサブセッ
トです。アプリケーションでデータベースが
必要な場合、顧客は DBaaSポータルを使
用してデータベースをプロビジョニングでき
ます。このプロセスでは、データベースの種
類（MySQL*、MongoDB*）を指定し、返さ
れる接続文字列を使用します。接続文字列
は、アプリケーション・コードに埋め込んだり、
データベース管理ツールで使用することで、
アプリケーションのテーブルとデータの作成
および管理を行うことができます。インテル IT
部門では、選択肢やオプションを追加して、
DBaaSサービスを充実させていく予定です。

顧客にとっての DBaaSの一番のメリットは、
セルフサービスによって俊敏性が高まること
です。インテル IT部門にとってのメリットとし
ては、運用コストの削減やコンピューティング・
リソースの使用率の向上などがあります。ベ
スト・プラクティスとして、インテル IT部門は、
DBaaSを将来のハイブリッド・クラウドでデー
タベースを実行するための重要なステップと
見ています。

DBaaSの各データベースは、次に示すような
DBaaSに関連する標準機能を継承します。

•  高可用性：DBaaSポータルを使用して作
成されるデータベースは、データの高可用
性を実現するために、複数のデータベース・
インスタンス上に作成されます。ノードで発
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め、アプリケーション開発者がエンドユーザー
の生産性を高めるアプリケーションを構築す
るために必要なより高度なサービスを公開す
ることが可能になりました。

現時点で確認できている主なメリットは、顧
客のセルフサービスの増加と制御の強化であ
り、次のような形で顕在化しています。

•  オフィス /エンタープライズ環境でのほとん
どの新しいサーバー要求で、セルフサービ
ス・ポータルが使用されています。

•  オンデマンド・セルフサービスとソーシング
の自動決定が標準になったことで、ユー
ザーは 45分足らずでインフラストラク
チャーを確保することが可能になりました。

•  アプリケーションを配置するための数週間
のリードタイムが不要になりました。実際、
特定の種類のアプリケーションでは、革新
的なアイデアが 1日足らずで実稼動環境に
移行されています。

•  顧客がアプリケーション環境の管理に費や
す時間が大幅に短縮されました。

•  セルフサービスのさらに高度なユースケー
スが継続的に追加されています。

•  コストを削減しながら、システムの耐障害
性が向上しています。

•  クラウドリソースの予測可能性と制御の向
上により、貴重な時間が節約されています。

•  IT部門による手動作業とメンテナンスが
減ったことで、ITサービスコストが削減され
ました。

•  キャパシティー管理の向上により、リソース
の使用が改善されました。

•  需要が爆発的に増加した場合は、外部のク
ラウドサービスを利用できます。

多数の 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 API呼び出
しで完全なアプリケーション環境を提供でき
る弾力性のあるキャパシティーが近いうちに
実現される見込みです。インテル IT部門は、

1日足らずでより多くのアプリケーション・ユー
スケースを配置することを可能にしつつあり
ます。

データセンターでは、資産の有効使用率が
80%に達しています。少数のデータセンター
で大規模なプールを使用することで運用コス
トを削減し、75%という仮想化率の目標を
達成しました。私たちは、自動化され、エンド
ツーエンドのサービスによって管理されるクラ
ウドの入念な設計により、ビジネスへの影響
をゼロにする努力も続けています。そして、ア
プリケーションの耐障害性設計による可用性
の向上と、平均リカバリー時間の短縮を実現
しつつあります。

まとめ

インテル IT部門は、エンタープライズ・プライ
ベート・クラウドで早期の成功を収めました
が、オープン・ソリューションの導入による相
互運用性のあるフェデレーテッド・オープン・ク
ラウドへの取り組みは現在も継続中です。現
在のクラウド・インフラストラクチャーは、デー
タセンター・ソリューションを、迅速に入手でき
るコンシューマブル・サービスに転換するため
の優れた基盤となります。

現在、インテル IT部門は、自動化に加え、共
通のオーケストレーション・レイヤーとコント
ロール・プレーンを使用して、個々のプライベー
ト・クラウドを 1つのクラウドとして運用するこ
とに注力しています。商用ソフトウェアが最適
なソリューションを提供する限り、引き続きこ
れらを使用しつつ、クラウドの進化に歩調を
合わせていきます。一方で、プライベート・ク
ラウドでサーバー、ネットワーク、ストレージ、
PaaSなどの各種リソースを管理および公
開するための拡張可能なオープン・フレーム
ワークを構築する場合は、OpenStack*や
Cloud Foundr y*などのオープンソース・ソ
リューションが汎用性に優れたツールである
ことが分かってきました。OpenStack*ベー
スのコントロール・プレーンを利用して、成熟
しつつあるオープンソースの機能の最大限の
活用、既存のインフラストラクチャーへの投資
の保護、インテルのホスティング環境の共通
インターフェイスの提供に引き続き取り組ん
でいきます。

作成を促進します。これらの機能は、内蔵セ
キュリティー機能を提供するWebサービスの
積極的な公開と利用によって、開発者がクラ
ウド・バックエンドおよびマルチプラットフォー
ムのフロントエンドのエンタープライズ・アプリ
ケーションを設計できるようにするという戦略
を支援します。

BKM 8：新たな思考が新たなトレーニングを
必要とする
インテル IT部門は、この新しいパラダイムで
開発者のトレーニングを実施し、革新的なアイ
デアを 1日で実稼動環境に移行するという俊
敏性の戦略目標を検証するために、ワンデイ・
コードアスロン（ハッカソン）や他のイベントを
導入しています。私たちは、ハイブリッド・クラ
ウドの利点を最大限に活かし、エンタープライ
ズ・アプリケーションの信頼性、セキュリティー、
俊敏性を強化するには、クラウド認識アプリ
ケーション開発を完全なものにすることが不
可欠であると考えています。

結 果

OpenStack*とCloud Foundry*を使用
したオープン・プライベート・クラウドにより、
サービスをプロビジョニングし、問題を自動
的に解決する時間が短縮されました。VMを
わずか 5～ 10分でプロビジョニングできる
ようになり、顧客への迅速なセルフサービス
の提供と、最先端のソフトウェア開発の基盤
を提供する豊富なコンシューマブル・サービ
スの提供が可能になりました。インテル IT部
門は、エンタープライズ・プライベート・クラウ
ドを、クラウド開発者と従来のエンタープライ
ズ ITチームに最適なホスティング・プラット
フォームにするために、さまざまな点で進歩を
遂げています。

リソース管理の自動化とその他の最適化レベ
ルの向上により、インテル IT部門のエンター
プライズ・プライベート・クラウドは、最終目標
である相互運用性のあるフェデレーテッド・
オープン・クラウドの土台になりつつあります。
エンタープライズ・プライベート・クラウドによ
り、中核となる IaaSソリューションのエンジ
ニアリングに費やす時間を減らし、PaaSや
DBaaSなどの高レベルのサービス領域に多
くの時間を費やすことができるようになるた
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関連情報

関連トピックの情報については、 
http://www.intel.co.jp/itatintel/  
を参照してください。

•   「Accelerating Deployment of Cloud 
Services Using Open Source Software」
（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」

•   「エンタープライズ・プライベート・クラウドの
アーキテクチャーと導入ロードマップ」

•   「Best Practice for Building an Enterprise 
Public Cloud」（英語）

•   「クラウド・コンピューティングのコスト：ハイ
ブリッド・モデルによる削減」

•   「Enhancing Cloud Security Using Data 
Anonymization」（英語）

•   「Extending Intel’s Enterprise Private 
Cloud with Platform as a Service」（英語）

•   「Maximizing Cloud Advantages Through 
Cloud-Aware Applications」（英語）

今後の計画は次のとおりです。

•  サプライヤーに対してはそのソリューション
においてOpenStack* APIを提供するよ
う求める。

•  サービスの有機的成長、更新、機能の成熟
を通じて、コストに最適化されたインフラス
トラクチャーを導入する。

•  PaaSを使用して、アプリケーションの迅
速な導入を可能にし、クラウド・アプリケー
ションの設計パターンをホストする。

•  プライベート /パブリック・クラウド・サービス
をさらに簡単に利用できるようにして、ハイ
ブリッド・ソリューションへの進化を続ける。

オープンクラウド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
に対応するサプライヤーの選別には、いっ
そうの注意を払っていくつもりです。また、
インテル IT部門が将来のハイブリッド・クラウ
ド環境に向けてコスト効率よく前進していけ
るように、能力向上につながる運用の効率化
を目指して、クラウドモデルの検証と改良を続
けていきます。

略  語

BKM  既知の最適手法

CLI  コマンド・ライン・ 
インターフェイス

DBaaS  Database as a Service

IaaS  Infrastructure as a 
Service

MaaS  Metal as a Service

PaaS  Platform as a Service

SaaS  Software as a Service

SDN  ソフトウェア定義 
ネットワーク

VM  仮想マシン

インテル IT部門のベスト・プラクティスの詳細については、http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。
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