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「インテル IT パフォーマンス・レポート （APR）」 をお読みいただき、ありがとうございます。 私は 1 年弱の間、インテル
の CIO を務めてきましたが、 この会社は、 さらなる成長に向けて体制が整ったことが分かりました。 今こそインテルの
IT 部門にとって絶好の時期であると考えています。 インテルの製品とソリューションは、企業が今日のデジタル経済社
会で勝ち残るために必要な変革を促進します。 インテル IT 部門は、インテルの独自のデジタル変革を加速させるソリュー
ションとサービスの提供において重要な役割を果たしています。

前回の APR で説明したように、 インテル IT 部門はインテルのビジネス部門と密接な協力関係を築いています。
インテル IT 部門は、 舞台裏から役員室へと活躍の場を徐々に移動し、 今やビジネスの成功において中心的な役割を
果たすようになりました。 強力な連携により、 ビジネスニーズの予測とソート・リーダーシップの提供が可能となり、
インテルの成長の好循環とデジタルビジネス変革を加速させることができます。

私たちは、かつてない技術的、経済的ディスラプション （価値崩壊が起こるほどの急速な変化） の時代を迎えています。
IDC は、 Global 2000 企業の CEO の 70% が、 デジタル変革を軸として企業戦略を展開していくと予測しています。
PNC は、各業界の上位 20 社の 40% が、デジタル変革を行った競合他社によってディスラプト （駆逐） される可能性を
指摘しています。 この進化するビジネス環境で企業が競争力を持つには、IT が不可欠となります。 

この数年間、私たちは企業がディスラプトする側になる必要性、あるいはディスラプトされる側になるリスクについて
話し合ってきました。 そして、この急速に変化するビジネス環境で、IT の力を借りて企業が新しいビジネスモデルに移行し、
ディスラプトする側になる新たな方法を模索し続けています。 テクノロジーと情報のインサイトは、企業が業績を上げ、
意思決定を行い、顧客に対応する方法を改善する重要な機会を示しています。

2016年に、インテル IT 部門はデジタル化によるビジネスの拡大、迅速な運営、資産の保護への取り組みを開始しました。
これらの目標は、会社としての 5 つの重点分野（市場でのインテルの製品とサービスの進歩、インテルのビジネスを運
営および拡大する方法の変革、従業員の生産性と体験の向上、オペレーショナル・エクセレンスの実現、取り組みに積
極的に関与する革新的な従業員の鼓舞） で、高度な分析、新たに登場したデータセンター ・テクノロジー、クラウドベー
スのソリューションとサービスを使用することによって達成されました。 こうしたすべてが、サイバーセキュリティーに対
する認識の高まりを背景に実行されました。

エンドツーエンドのビジネスプロセスと主要なデジタル技術や人工知能を使用した顧客への対応を再考し、最適化す
ることによって、IT がインテルの変革を加速させる新たな機会が生まれています。 私たちは、インテルのビジネスに関与
して市場に革新的なソリューションを提供する仕組みも強化していきます。 インテル IT 部門はインテルの業績に大き
く貢献し、インテルは 2016 年に 594 億米ドルの収益を挙げました。 2017 年は、インテルのビジネスのさらなる拡大を
促す、イノベーション、業務改善、従業員の生産性促進においてインテル IT 部門が優れたリーダーシップを発揮するた
めに、引き続きハードルを上げていきます。

インテル IT 部門のデジタル変革の事例（成功、課題、改善計画） を共有することが、それぞれの企業でデジタル変革に
取り組むビジネスリーダーや IT 組織の一助になればと願っています。 LinkedIn で皆様のご意見、ご感想をお寄せくだ
さい。 詳細については、http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。 

Paula Tolliver 
インテル IT 部門、最高情報責任者（CIO）

デジタル変革の定義
「デジタル」 とは、 
データを生成、保存、 
処理するテクノロジーを 
使用することです。

「変革」 とは、 
組織が生み出す製品や 
サービスの種類から、 
それらを提供する 
方法まで、 
組織の日常業務を 
根本的に変えることです。
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IT ユーザー

イノベーションを
ビジネス価値につなげる

インテル の IT 環境
アプリケーション
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総従業員数には、 インテル IT 部門が直接
サポートする従業員だけが含まれます。

IT 支出¹ IT デバイスの管理 IT ストレージとサーバー
2014 年と 2015 年の財務データは、 統合に
よる完全子会社を含む数字に訂正されました。

106,000 人最大
インテルの従業員 従業員当たり

（米ドル）
対収益

（%）

23
49 カ国 150 カ所の
インテル拠点をサポートする
IT 拠点

5,775 人
インテル IT 部門の従業員

5 億米ドル以上
実現した収益

2016 年
2,800 室

最大 5 万時間
削減された

時間

最大 18 万時間
削減が見込まれる

合計時間

2017 年半ば
4,000 室1,719 IT 部門が所有する

アプリケーション

696 モバイル
アプリケーション

143
ユーザー ・
インタラクション ・
アプリケーション
の発明

34 クライアント ・
システム
の発明

29 ネットワーク ・
アプリケーション
の発明

26 セキュリティー
の発明

23 センサー
の発明

99 SaaS
ソリューション

>2,500
セキュリティー

認定取得
アプリケーション

347人
発明家の人数

220,680台
管理対象デバイスの

総数

151,900 台
モバイル PC

53,780 台
スマートフォン

14,500 台
デスクトップ PC

500 台
タブレット

85% 設計に使用されている
サーバーの割合

58 全世界の
データセンター数

関連付けられた売上データと
マーケティング ・ データおよび統合された

ビジネスプロセスに基づく新しい顧客中心の体験により、
売上収益が増加し、 顧客満足度が向上しています。

最大 39 週間
市場投入までの時間の短縮

マシンラーニングにより、
市場投入までの時間が短縮され、

製品品質が向上しました。

6 億 5,600 万米ドル
ビジネス価値

予測分析を全社的に組み込むことで、
IT 環境を変革し、

数億ドル相当のビジネス価値を創出しました。

1 従業員数は年初と年末の平均を表します。
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インテルのビジネスを運営および拡大する方法の変革

「1つの IT」 の定義
最も高い 
ビジネス価値の実現 
という1つの使命を 
果たすために 
連携するすべての 
IT セグメント。

IT 部 門 は、 テ クノ ロ ジ ー を 活 用 し た 企 業 の イノ ベ ー
ションによる市場の製品とサービス、さまざまな関係性、
プロセスの変革にかつてないほど大きな影響力を持
つようになっています。 インテル IT 部門は、 インテルの
ビジネススピードを高めるために、 IT イノベーションの
導入を促進しています。 エンドツーエンドのビジネスプ
ロセスでイノベーションを促進するために、 製造、 サプ
ライチェーン、 販売 & マーケティングなど、 複数の IT
チームが「1 つの IT」 として連携しています。 私たちは、
インテルのビジネスを運営および拡大する方法の再構
築を進めています。

インテル IT 部門は、インテルのデジタル変革を牽引する
唯一の立場にあります。 私たちは全体を把握し、 全社的
な協力関係を築いています。 また、 新しいテクノロジー
のベスト・プラクティスに関する深い専門知識も有して
います。 ビジネス部門に参加することによって、ビジネス
ニーズを予測し、俊敏性に優れたデジタルビジネスを実
現するソリューションを迅速に作成できます。 以下の例
は、インテル IT 部門が、ビジネスプロセスの強化、データ
に基づく意思決定の実現、インサイトとソリューションの
提供にどのように取り組んでいるかを示しています。

インテルの B2B 顧客体験の変革

インテル IT 部門は、 インテルの販売 & マーケティング
組織やビジネス部門と連携してビジネスプロセスを合理
化し、 技術的負債を削減しました。 エンドツーエンドで
接続されたデジタルの企業間（B2B）顧客体験を創出し、
収益を増やし、インテルが顧客について理解を深めるこ
とができるようにしました。

2015 年には、 より戦略的な意思決定を可能にするた
めに、 マーケティング活動のデータを売上データに結び
付ける作業を開始しました。 数百ものビジネスプロセス
を統合し、断片化された多数のデザインセンターや製品
ポータルも統合しました。 マーケティング ・ オートメー
ションと分析によるパーソナライズされたコンテンツの
提供、 購入者の購入プロセスの促進、 マーケティング・

キャンペーンの投資収益率の向上によって、B2B 顧客体
験の改善を続けています。

顧客中心のマーケティングは、次のように顧客とインテル
の両方にメリットをもたらします。

•  顧客は、 単一のエントリーポイントとログインを使用
してインテルとやり取りできる。 

•  顧客は、それぞれのニーズや関心事に的を絞ったコン
テキスト固有の情報を受け取ることができるので、 製
品を市場に投入するまでの時間を短縮できる。

•  インテルのマーケティング投資を販売結果に直接結び
付けることができる。

こ れ ま で に、 イ ン テル IT 部 門 の 取 り 組 み に よ っ て、
イ ン テル の 新 規 市 場 や 新 規 顧 客 を 拡 大 す る 能 力 は
向上し、 顧客満足度も高まりました。 また、 インテルの
販売 / マーケティング組織では、 5 億米ドル以上の収益
を実現できました。

データセンターの進化による 
エンジニアリング力と製品開発力のサポート

インテル IT 部門は、 IoT を促進するチップから、 最先端
のネットワーキング / メモリー技術まで、 インテルの製
品の設計の支援において重要な役割を果たしています。
私たちは、インテルの設計プロセスの中心であるデータ
センターを管理しています。 インテルのデータセンター
戦略は、迅速なイノベーションに必要な処理能力と分析
を提供することによって、 インテルのデジタル変革を導
きます。 インテル IT 部門では、統制のとれた変革を行い、
画期的なテクノロジー、ソリューション、プロセスを適用
することで、 インテルのデータセンターを工場のように
運営しています。 

インテルの製品が、 クラウドや数十億台のスマート ・
コネクテッド・デバイスの強化に使用されるようになる

顧客中心の
体験

エンドツーエンドで
接続された

デジタル B2B体験を
創出することで、

5 億米ドル以上の収益を
実現しました。

設計段階での
検証の向上
マシンラーニング・

プラットフォームを使用して、
パターンを明らかにし、
テストの生成を自動化し、
機能検証テストの回数を
60倍に増加させました。

余剰在庫の
削減

原材料の余剰在庫を
32週間から 28週間に

減らすことで、
1 億 2,300 万米ドル以上の

ビジネス価値が
創出されました。
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インテルの 
B2B 顧客体験の詳細 

ブログ ： IT Takes an 
Active Role in Creating 
a Customer-centric B2B 
Experience（英語）

ホワイトペーパー：Customer-
centric Experience: 
Transforming Intel’ s B2B 
Digital Experience（英語）

インテルの 
データセンターの進化の詳細 

ブログ ： Data Center Design 
Is the Key to Industry-
Leading PUEs（英語）

ホワイトペーパー ：
Data Center Strategy 
Leading Intel’ s Business 
Transformation（英語） 

ホワイトペーパー ： Intel 
IT Redefines the High-
Density Data Center: 1,100 
Watts/Sq Ft（英語）

ホワイトペーパー ： Intel 
IT: Extremely Energy-
Efficient, High-Density 
Data Centers（英語）

ホワイトペーパー ： ハイブリッ
ド ・ クラウドへの移行の前段階
におけるプライベート ・ クラウ
ド / パブリック ・ クラウドの選
択判断

ホワイトペーパー ： Optimal 
Workload Placement for 
Public, Hybrid, and Private 
Clouds（英語）

販売の促進の詳細 

ブログ ： Putting Machine 
Learning and Data Mining 
to Work at Intel（英語）

ホワイトペーパー ： Data 
Mining Using Machine 
Learning to Rediscover 
Intel’ s Customers（英語）

ホワイトペーパー ： インテルの
統合分析プラットフォームによ
る販売およびマーケティングの
支援

ホワイトペーパー：ビッグデータ
分析によるマーケティング・イン
サイトの最大化

につれて、 インテルが年間に製造する製品の数はこの
4 年間で 5 倍に増加しました。 私たちは、データセンター
の需要に合わせ、 効率を高めるために、 ソフトウェア・
デファインド・インフラストラクチャーとクラウドベース
のテクノロジーの導入を進めるとともに、データセンター
の高密度化にも取り組んでいます。 2 年前、 インテル IT
部門、設計グループ、施設専門家が協力してファブ工場
の使用されていないスペースを改造し、 2 つの超高効率
データセンターを作りました。 これらの施設では、 業界
最高レベルの演算密度（60 ユニットのラックそれぞれに
280 のインテル® Xeon® プロセッサー搭載ノード） と電
力使用効率（1.06 PUE） を実現しています。

データセンターをスケールアウトできるので、 多数の
オンプレミス ・ ワークロードをコスト効率よくホストす
るエンタープライズ ・ プライベート ・ クラウドを提供で
きます。 ただし、 データセンター戦略が発展して、 ハイブ
リッド・クラウド （パブリック・クラウド・インフラストラ
クチャー / サービスとプライベート・クラウド・インフラ
ストラクチャー / サービスの組み合わせ） が使用される
ようになりました。 2016 年にインテルは、 世界中のす
べての主要業界の顧客とシステム・インテグレーターの
125 以上のフォーカスグループを対象とした調査を実
施しました。 私たちは、クラウドのワークロードの配置を
決定する際に役立つ最も重要な技術的特性を特定しま
した。 例えば、 ワークロードのパフォーマンス / セキュリ
ティー / 統合 / データの要件、適切な通信サービス・プロ
バイダーと商用ソリューションの可用性、 Software as 
a Service（SaaS）アプリケーションの成熟度を検討しま
した。 多くの場合、パブリック・クラウド・サービスとプラ
イベート・クラウド・サービスを組み合わせることで、コン
ピューティング・リソースへのオンデマンド・アクセスが
提供され、最小限の管理で迅速なプロビジョニングとリ
リースが実現されることが分かりました。

高度な分析を使用した販売の促進

分析により、インサイトの獲得が迅速化され、より的確な
意思決定が可能となり、IT がデジタル化によってビジネ
スを変革する大きなチャンスがもたらされます。 例えば、
販売およびマーケティングでは、信頼できるリアルタイム・
データを活用して、 最も見込みのある案件に販売 / マー
ケティング活動を集中させることで、収益を増やしつつ、
コストを削減できます。 

2016年に、インテル IT 部門はマーケット・インテリジェン
ス・システムを開発しました。 このシステムは、 インテル
のカスタマー ・リレーションシップ・マネジメント・シス
テムのデータを、構造化されていない膨大な量のパブリッ
クデータ （ニュース、特許出願、雇用情報、ベンチャーキャ
ピタル /M&A 情報など） と組み合わせます。 拡張現実市
場を分析した最初の概念実証では、データは12万5,000
個のエンティティー、3 万 5,000 件の記事、5,000 万個の
単語で構成されていました。 これだけの量のデータを人
間が処理すると数カ月はかかりますが、マーケット・イン

テリジェンス・システムはほんの数時間で分析を完了し
ました。 さらに重要なことに、このシステムはマシンラー
ニングを使用して相関関係とパターンを特定することで、
独自のインサイトを生成できます。 

Sales and Marketing Account Recommendation 
Tool （SMART） では、 予測分析を使用して、 マーケ
ティング・チャネルにおけるインテルのリーチ、 関係性、
収益を拡大します。 SMART により、インテルは情報テク
ノロジーを積極的かつ効果的に利用して 7,620 万米ド
ルのビジネス価値を創出したことが評価され、 2014 年
の CIO 100 Award を受賞しました。 インテル IT 部門は、
引き続き複数の国と販売チャネルにも SMART を適用
しました。 2016 年には、 SMART はマシンラーニング・
アルゴリズムと予測分析を使用して、 関わりを持つべき
チャネル顧客、 それらの顧客と関わる時期、 対象となる
コンテンツとプロモーションに優先順位を付けることに
よって、 インテルの収益を約 1 億 1,500 万米ドル増加さ
せました。 

私たちは、 分析による成果を基に、 引き続き販売を
促進し、インテルの新たな純収益の増加に取り組みます。

インテルの工場のスマート化

世界最大のチップメーカーであるインテルの成功は、
工場のパフォーマンスに左右されます。 インテルの製品
ポートフォリオが拡大し、成功の好循環が加速する中で、
インテルの工場は製品および製造プロセスの複雑化と、
これに伴うデータの増加に直面していました。 例えば、
1 日に数千個のシリコンウエハーが選別され、それぞれ
約 1 ギガバイトのデータに関連付けられます。 複数のセン
サーが搭載された数千もの製造ツールが膨大な量のデー
タを生成します。 データ処理はほぼリアルタイムで実行
されるだけでなく、オフラインでも実行されます。 最高の
品質基準を適用できるように、すべてのウエハーが処理
時にチェックされます。 さらに、ツールのセンサーデータ
が収集され、追加データの統合と分析も行われます。

製造自動化とデータの効果的な利用は、
イ ン テル の 競 争 戦 略 の 中 心 的 な 要 素 で
す。 数十年間、 インテルの工場では自動化
が使用されてきましたが、 広範な IoT ソ
リューションと予測分析ソリューションの
導入によってさらなる改善が続けられてい
ます。 これにより、市場投入までの時間の短
縮、リソース使用率の向上、生産量の増加、
コストの削減が実現されます。 

インテルのスマート ・ ファクトリー ・ オート
メーションは、 稼動時間の増加、 生産の迅
速化、 生産量の増加の 3 つの主要領域で、
対前年比で一貫した効率向上を示してい
ます。 例えば、 高度な分析を使用して工場
ごとに 1 日当たり 50 億以上のデータポ
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イントを処理することで、エンジニアが必要な情報を抽
出するための時間は、4 時間から 30 秒へと短縮されます。
これにより、エンジニアは、データの抽出ではなく、問題
の解決やソリューションの設計に注力できるようになり
ます。 

もう 1 つの例として、 インテル IT 部門は、 重大なエラー
とそうでないエラーを区別し、 製造機器が順調に動作
している場所と効率が向上する可能性がある場所を示
すグラフを工場のエンジニアに提示する、 データ可視
化ツールを作成しました。 こうして最も有意な改善に
焦点を絞ることで、機器の可用性が向上し、生産量が増
加します。 

ファクトリー ・ オートメーション / 分析プロジェクトに
より、 平均修理時間が大幅に削減され、 IoT によって実
現される効率化により、 全体として数百万ドルのコスト
が削減されました。 インテル IT 部門では、 IoT データ標
準とスマート・ビルディングおよびスマート設備のリファ
レンス・アーキテクチャーの作成も支援しています（詳細
については、 「新しいソリューションによる収益力の拡
大の促進」 を参照してください）。

モバイルファースト、クラウドファーストの 
人材プラットフォームの導入

SaaS ベースの人材（HR）プラットフォームの導入は、
「モバイルファースト、 クラウドファースト」 のサービス
が、 効率と生産性を向上させることによってインテルの
デジタル変革に貢献していることを示す好例の 1 つで
す。 この新しいプラットフォームは、 18 年前のレガシー
HR システムに代わる存在です。 このプラットフォーム
は、HR データとツールへのモバイルアクセスを提供しま
す。 これにより、インテルのリーダー、マネージャー、従業
員は、 デスクでも外出先でも分析とインテリジェンスを
利用できるようになります。 

このプロジェクトは、 インテル史上最大の SaaS の導入
案件でした。 HR と IT の専門家で構成された部門横断型
チームにより、納期を 12 カ月短縮でき、業務を中断する
ことなく結果の品質が向上しました。 導入されたプラッ
トフォームでは、 49 カ国の約 10 万 6,000 人の従業員

の給与処理や 1,800 以上のビジネスプロセスなど、 す
べての HR タスクが処理されます。 インテル IT 部門では、
外部サプライヤーと社内のダウンストリーム・アプリケー
ションへの 224 の統合を再設計しました。 さらに、この新
しいプラットフォームにより、250 以上のレガシー ・アプ
リケーションとインターフェイスが排除され、 全体的な
HR システム環境が簡素化されました。

サプライチェーンのデジタル化

デジタル ・ サプライチェーンにより、効率、組織の俊敏性、
今日のグローバル市場での競争優位性が向上します。
インテルは、複数の工場と 30 カ所の倉庫から年間 100
万件以上の注文に対応しています。 インテル IT 部門は、
IoT テクノロジーと処方的分析テクノロジーを使用して、
デジタル化されたインテリジェントなサプライチェーン
の構築に取り組んでいます。 その成果である相互運用可
能な統合型システムにより、ビジネススピードが向上し、
サプライチェーンはより顧客中心になることが可能と
なり、柔軟性も向上しています。 IoT ソリューションと分
析を使用することで、サプライチェーンの可視性が向上
するだけでなく、動的在庫追跡、倉庫保管、サプライヤー
のセキュリティー管理、設備稼動率の分析も可能になり
ます。 

業界はインテルの成功に注目しています。 2016 年に、
インテルは Gartner の Supply Chain Top 25 の上
位に再び選出され、 第 4 位にランクインしました。 この
ランキングは、 企業の業績と、 サプライチェーン・コミュ
ニティーにおける企業の潜在力およびリーダーシップ
に関する専門家の意見に基づいています。 Gartner は、
インテルとほかの主要企業が追求している顧客主導の
パートナー統合、高度な分析の導入、企業の社会的責任
の重視の 3 つのトレンドに注目しました。

インテル IT 部門は、 拡大する新たなビジネスモデル
とインテルの製造能力の拡大を支援できるサプライ
チェーンの構築において指導的役割を果たしています。
2016 年に、統合型データ・プラットフォームを使用して、
サプライチェーン全体で情報源を一元化したことで、 販
売と運用の計画力が強化され、リアルタイムの意思決定
が可能になりました。

2016 年には、 自動在庫管理システムによってパイプ
ライン在庫が 12.5% 削減され、 1 億 2,130 万米ドルの
ビジネス価値が実現されました。 在庫レベルを下げる
ことによって、 不要な部品や材料に投資されていた資
金を、 事前対応型の需給管理、 新製品の開発、 マーケ
ティング / 販売活動の拡大など、より価値の高い活動に
使用できるようになりました。 インテル IT 部門は、統合
されたビジネス計画レポートの生成、調達プロセスの標
準化、ビッグデータ分析を活用したサプライチェーンの
コストの削減と調達ベンダーのより柔軟な選択の実現
など、サプライチェーンのその他のユースケースの調査
を進めています。

インテルの 
工場のスマート化の詳細 

ブログ ： Automated 
Manufacturing 101（英語）

ブログ ： Putting Sensors 
to Work in the Factory 
Environment: Data to 
Information to Wisdom 
（英語）

ポッドキャスト ： Episode 
100-Inside IT: Improving 
Manufacturing with 
Advanced Data Analytics
（英語） 

ホワイトペーパー ： Joining 
IoT with Advanced Data 
Analytics to Improve 
Manufacturing Results 
（英語）

ホワイトペーパー ： Using Big 
Data in Manufacturing at 
Intel’ s Smart Factories 
（英語）

ホワイトペーパー ： Improving 
Manufacturing with 
Advanced Data Analytics
（英語）

ホワイトペーパー ：
Integrating IoT Sensor 
Technology into the 
Enterprise（英語）

「成し遂げられた業績は間違いなく 
非常に素晴らしいと思います。 
最終製品の品質だけでなく、 
プロジェクトが始まった時点から、明瞭さと連携、 
ビジネスに対する理解があるからです」

— Richard Taylor 
前インテル上級副社長、人事ディレクター
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2016 年のその他のサプライチェーン構想は次のとおり
です。

•  エンドツーエンドから調達プロセスを変革するための
記述的分析と予測分析の開発 

•  リ ス ク を 管 理 し、 資 産 を 保 護 す る た め の サ プ ラ イ
チェーンのサイバーセキュリティーへの投資

•  成長を加速させる新しい受注生産 / 受注組立ビジネス
モデルの実現

•  例外を適切に処理し、 次善アクションを自動化するた
めのビジネスプロセスの標準化と自動化

インテル IT 部門では、複雑な問題を解決するために、サ
プライチェーンの IT におけるイノベーションの文化を育
てています。 例えば、インテルの工場では、プロセスを別

のプロセスに転換するときに（14nm から 10nm への転
換など）、 高価な新しい機械を購入するのではなく、 新し
いプロセスに対応するように既存のツールを改造するこ
とでコストを節約しています。 私たちは、IoT テクノロジー
を使用して、 機器のサプライヤーからインテル拠点まで
これらの転換キットをトレースして概念実証を実施しま
した。 トレーサビリティーと利用率の向上により、工場は
ツールの導入 / 認定プロセスを適切にオーケストレー
ションすることが可能となり、 サプライチェーン、 情報に
基づく意思決定、工場の生産量の増加が促進されました。
サプライチェーンのイノベーションのその他の例としては、
在庫循環棚卸のための倉庫内でのドローンのテストと、
インテル® RealSense™ テクノロジーを使用した測定お
よび目視検査があります。

私たちは、インテルのサプライチェーン・プロセスを引き
続き合理化していくために、分析および IoT テクノロジー
を活用しようと思っています。

製造ゲーム・チェンジャー ・プログラム

インテル IT 部門が 2016 年に取り組んだデジタル変革プロジェクトは熱狂的に受け入れられ、さらなる要
求に拍車をかけました。 インテルの製造プロセスの支援を担当するインテル IT グループは、 ビジネスプロ
セスを根本的に変革する、実施期間が複数年にわたるプロジェクトに対して資金を供給するゲーム・チェン
ジャー ・プログラムを開始しました。 ここでは、2017年以降に取り組む2つのゲーム・チェンジャー ・プロジェ
クトを紹介します。

拡張現実： インテル IT 部門は、 インテルベンチャー、 インテルラボ、 インテルのソフト
ウェア & サービスグループ、 IoT グループと協力して、 インテル® Remote EyeSight
（インテル® RES） を開発しました。 これは、接続されたワーカー向けのハードウェアに依
存しない安全なコラボレーション・ソフトウェア・ソリューションです。 インテル® RES では、
接続されたウェアラブル・デバイスを使用して、人と人、人と機械のハンズフリーのコラボ
レーションを実現します。 例えば、工場の従業員ならば、取扱説明ビデオを見ながら複雑
な修理に取り組むことができるようになります。 私たちは、予防保守の精度を高めるため
に環境に基づいたリアルタイム・データを提供する、 インテル® Core™ m7 プロセッサー
搭載スマートヘルメットを使用した実験も進めています。

リモートツール制御： インテル IT 部門は、 インテルの組み立て・検査工場で製造工場と
同様の利益を得るために、製造工場ですでに使用されている長期にわたる効果的なリモート制御方式の再
利用について調査しています。 ツールごとにオペレーターを配置するのではなく、ツール群のコマンドセンター
によって工場技術者の効率を（おそらく 5 倍に）向上させることができます。 技術者は 1 つの機械に縛り付け
られることがなくなり、より有益な活動に取り組めるようになります。

「主要サプライチェーンで見られる傾向は、 
エンドツーエンドのサプライチェーン 
全体にわたり、オペレーションの 
複数の部分の実行に役立つ高度な分析を 
使用していることです。… その価値は、 
全く異なるデータポイントを 
オペレーション・インサイトに変換する 
アルゴリズムにあります」（Gartner） 

インテル® RES では、 現実シーンと仮想シーンを融合して、
スマートグラスによる対話型のリモート・コミュニケーション
を可能にします。 これにより、 現場での修理を簡単かつ効率
的に行うことができます。

サプライチェーンの 
デジタル化の詳細

ブログ ： Key Learnings for 
Migrating Supply Chain 
Management Applications 
to an In-Memory Data 
Platform（英語）

ホワイトペーパー：インメモリー ・
データ・プラットフォームによる
インテルのサプライチェーンの
最適化

https://www.gartner.com/doc/3321523?aeId=&srcId=1-3132930191&campaignId=#a-1860903150
http://itpeernetwork.intel.com/key-learnings-for-migrating-supply-chain-management-applications-to-an-in-memory-data-platform/
http://itpeernetwork.intel.com/key-learnings-for-migrating-supply-chain-management-applications-to-an-in-memory-data-platform/
http://itpeernetwork.intel.com/key-learnings-for-migrating-supply-chain-management-applications-to-an-in-memory-data-platform/
http://itpeernetwork.intel.com/key-learnings-for-migrating-supply-chain-management-applications-to-an-in-memory-data-platform/
http://itpeernetwork.intel.com/key-learnings-for-migrating-supply-chain-management-applications-to-an-in-memory-data-platform/
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/optimizing-intels-supply-chain-with-an-in-memory-data-platform-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/optimizing-intels-supply-chain-with-an-in-memory-data-platform-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/optimizing-intels-supply-chain-with-an-in-memory-data-platform-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/optimizing-intels-supply-chain-with-an-in-memory-data-platform-paper.html
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顧客中心の
体験

エンドツーエンドで
接続された

デジタル B2B体験を
創出することで、

5 億米ドル以上の収益を
実現しました。

設計段階での
検証の向上
マシンラーニング・

プラットフォームを使用して、
パターンを明らかにし、
テストの生成を自動化し、
機能検証テストの回数を
60倍に増加させました。

余剰在庫の
削減

原材料の余剰在庫を
32週間から 28週間に

減らすことで、
1 億 2,300 万米ドル以上の

ビジネス価値が
創出されました。

インテル IT 部門は、テクノロジーを活用してビジネス価
値を創出し、 組織改革を促進しています。 ビジネス部門
と連携して戦略を明確にし、 インテルの成長を加速させ
るソリューションを作成しています。 IT チームのビジネ
ス知識を増やし、インテルのビジネス課題の理解を深め
ることによって、ビジネスニーズに先行してソリューション
を提供できるようになります。

IT リーダーは、 社内、 サードパーティー、 クラウドベー
ス の 利 用 可 能 な テ クノ ロ ジ ー 製 品 を 把 握 し て お り、
インテルのビジネス部門に最も有益なソリューション
を示すことができます。 インテルのビジネス部門との連
携に高度な分析の専門知識が加わることで、インテルの
ビジネス部門はビジネス課題を克服し、 収益機会を増
やし、市場への製品の投入を迅速化することが可能とな
るため、ビジネススピードが向上し、収益力の拡大が促
進されます。

インテルの 
ビジネススピードの向上

現在の市場は変化のペースが速く、 ビジネスチャンスは
限られています。 そのため、ビジネススピードが非常に重
要になります。 前のセクションで説明したように、私たち
はビッグデータと分析の専門知識を使って、製品の開発、
テスト、市場への投入に要する時間を短縮することによっ
て、市場でインテルの製品とサービスを進歩させています。 

例えば、 マシンラーニングは CLIFF の開発で基本的な
役割を果たしました。 CLIFF は、 製品開発の設計段階で
ほかの方法では見つからなかったバグを検出するマシン
ラーニング・プラットフォームです。 このプラットフォー
ムは、数千もの過去のテスト記録を素早く参照して隠れ
たパターンを明らかにすることで、 製品が実際に製造さ
れる前に、 設計段階での製品の検証を支援します。 この
タスクを人間が行うと、 数百時間から数千時間かかる
ので、手動での実行は現実的ではありません。 

従来、設計段階での製品の検証は最もコストと時間のか
かる製品開発プロセスの 1 つであり、 開発サイクルの最
大 50% が費やされ、 設計とプロトタイプの作成を数回
反復する必要があります。 CLIFF は、 自動テスト生成機
能を使用することによって、 インテルの製品の市場投入
までの時間を大幅に短縮し、製品品質を向上させました。
標準の回帰テストに比べ、CLIFF では対象となる機能の
検証が 60 倍に増加し、 各実行で 30% 増の新たな問題
が特定されます。 1 つの製品で 20 以上の新しいバグが
すでに特定されています。 

こ の 拡 張 性 の 高 い ソ リ ュ ー シ ョ ン は、 Cloudera の
2016 Data Impact Award を受賞しました。 受賞組織
の実装は、 「模範的な創造性、 成熟度、 業界またはアプ
リケーションとの関連性、 目に見える成果を示してい
ます」。 このソリューションはインテルの 10 に及ぶプロ
セッサー研究開発組織ですでに稼動しており、今後数カ
月のうちに、 さらに多くの組織で使用できるようにする
予定です。

インテル IT 部門は、 インテルのシステム ・ オン ・ チップ
（SoC）製品のすべての知的財産設計データを可視化し、
データのオンライン分析を提供するダッシュボードも
開発しました。 このダッシュボードにより、検証の品質と、
スケジュールなどその他の情報の徹底的な分析が可能
になります。 インテルの製品グループは、 この統一され
たプラットフォームを使用して、 IP ブロック （ロジック、
セル、またはチップのレイアウト設計の再利用可能なユ
ニット） が生産承認を受けるペースを加速させることが
できます。 現在、2,000 人以上のユーザーがこのソリュー
ションを使用しており、ユーザー基盤は急速に拡大して
います。 このソリューションにより、2016 年に 1 億 100
万米ドルのビジネス価値が生み出され、 SoC プロジェ
クト当たり 4,000 万米ドルのコストが削減されました。

「CLIFF」 の定義
Coverage 
LIFt Framework は、 
製品開発の設計段階で
ほかの方法では 
見つからなかった 
バグを検出する 
マシンラーニング ・ 
プラットフォームです。

http://www.cloudera.com/about-cloudera/press-center/press-releases/2016-09-28-winners-announced-for-2016-data-impact-awards.html
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サーバー設計の再考

2016 年に、インテル IT 部門は、サーバー ・ハードウェア
の新たなアプローチとして、インテル® ラック・スケール・
デザインを補完するディスアグリゲーテッド・サーバーを
設計、構築することで、データセンターの 1 つで密度を飛
躍的に向上させました。 通常、 サーバーの更新は、 サー
バーのプロセッサーと I/O モジュールだけでなく、 サー
バー全体を交換することを意味します。 特許出願中のディ
スアグリゲーテッド・サーバー ・アーキテクチャーでは、
一般に更新間隔の長いエンクロージャーのその他の部
分（ネットワーキング、ストレージ、ファン、電源） は交換
せずに、 コンピューティング・モジュールと I/O モジュー
ルの独立したアップグレードが可能になります。 

IT 部門は、 わずか 5 週間でこのアイデアをホワイトボー
ドから実稼動環境に移行しました。 さらに数週間で数千
台の新しいサーバーが導入され、設計ジョブが実行され
るようになりました。 これまでに 3 万台以上のサーバー
が導入されており、これらのサーバーによって、更新コス
トが少なくとも 44% 削減され、最大 65% 削減可能であ
ると推定されます。 そのため、 インテルの設計チームに
とって役立つ最新のインテル® Xeon® プロセッサー搭載
テクノロジーを導入するために、 更新頻度を増やすこと
が可能になります。 また、これらの 3 万台の高密度ディス
アグリゲーテッド・サーバーにより、運用コストが年間約
100 万米ドル削減されると見込んでいます。

新しいソリューションによる 
収益力の拡大の促進

インテル IT 部門では、 インテルの製品とほかの IT ソ
リューションを使用して IT 組織内の問題を解決してい
ます。 イノベーション、専門知識、インテルの製品のプルー
フポイントをインテルのビジネス部門や顧客と共有して
います。 これにより、 市場でインテルのソリューションと
サービスを進歩させることができ、 インテルの製品を協
力して改善することができます。 また、 実用的なアプリ
ケーションを使用してインテル® テクノロジーの価値を
実証し、場合によってはインテルが販売できる製品やソ

リューションを生み出すことも可能です。 ここでは、 2 つ
の例を紹介します。

•  インテル® IoT プラットフォームを基盤とする Smart 
Building and Venue Experience Center ： この 
Center は IoT テ クノ ロ ジ ー の 性 能 試 験 場 で あ り、
インテルのエンタープライズ IoT ソリューションを市
場に投入するための触媒になりつつあります。 Center
はチャンドラーのアリゾナキャンパスのビル全体を占
めており、HVAC、照明、化粧室、駐車場など、ビルのす
べてのシステムが IoT に対応しています。 目標は、接続
されたスマートな世界で可能になることを紹介し、 そ
れを「現実化する」 ことです。 私たちは、セキュリティー
の強化、運用コストの削減、顧客満足度の向上を実現
するさまざまな IoT 対応ソリューションのデモを行って
います。

•  ウェアラブル分析プラットフォーム ： インテル IT 部
門は、 2014 年のマイケル ・ J ・ フォックス基金とのコ
ラボレーションに基づいて、 患者をリモートから監視
し、 症状をより効率的に評価するための高品質のデー
タを収集できる、 エッジからクラウドに至る人工知能
プラットフォームを開発しました。 このプラットフォー
ムのマシンラーニング・アルゴリズムにより、 治療の
効果を定量化する客観的尺度が生成されます。 これ
により、 臨床試験と新薬承認プロセスが迅速化され
るので、 新薬開発コストが削減されます。 今年、 Teva 
Pharmaceuticals は、ハンチントン病の新薬の第 2 相
臨床試験でこのプラットフォームとサービスのライセン
スを取得しました。

ここで紹介した各プロジェクトは、
IoT と分析の専門知識をさまざまな
シナリオに適用して、的確なビジネス
インサイトを迅速に獲得することで、
IT が新たな収益を創出できることを
示しています。 市場投入の迅速化と
製品品質の向上が、 今日のペースの
速い市場におけるインテルの競争優
位性に貢献しています。

「プロセッサーとメモリーの分離により、 
データセンターは更新サイクルのコストを削減できます。 
3 年から 5 年の更新サイクルを見たときに、 
ディスアグリゲーテッド・サーバー ・アーキテクチャーでは、 
データセンターは新しいテクノロジーや 
改善されたテクノロジーの導入を個別に最適化できるため、 
従来の完全置き換えモデルに比べ、 
平均して、パフォーマンスに優れた効率的なサーバーが 
低コストで提供されます」

— Shesha Krishnapura 
インテルフェロー兼インテル IT 部門 CTO

収益力拡大の促進の詳細

ブログ ： Bringing the 
Internet of Things to Life
（英語）

ホワイトペーパー ： IoT Data 
Standards Provide the 
Foundation for Smart 
Buildings（英語）

ホワイトペーパー ：
Integrating IoT Sensor 
Technology into the 
Enterprise（英語）

https://www.michaeljfox.org/foundation/publication-detail.html?id=555&category=7
http://itpeernetwork.intel.com/bringing-the-internet-of-things-to-life/
http://itpeernetwork.intel.com/bringing-the-internet-of-things-to-life/
http://itpeernetwork.intel.com/bringing-the-internet-of-things-to-life/
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/iot-data-standards-provide-the-foundation-for-smart-buildings-paper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/iot-data-standards-provide-the-foundation-for-smart-buildings-paper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/iot-data-standards-provide-the-foundation-for-smart-buildings-paper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/iot-data-standards-provide-the-foundation-for-smart-buildings-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/integrating-iot-sensor-technology-into-the-enterprise-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/integrating-iot-sensor-technology-into-the-enterprise-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/integrating-iot-sensor-technology-into-the-enterprise-paper.html
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「Intel Unite® ソリューションによる 
ユーザー体験は非常に有益です。 
40 人以上の従業員が 1 つの会議室で 
何の問題もなく「結ばれている」 ことが 
今ではごく当たり前になりました。 
ありがとうございます！」

— Bruce Tufts 
インテル、ロジック・テクノロジー ・デベロップメント、VP

従業員の生産性向上の詳細

ブログ ： Same User 
Workspace, Different 
Devices（英語）

ブログ ： Intel IT Answers 
Top Questions about 
the Intel Unite Solution 
for Conference Room 
Collaboration（英語）

ホワイトペーパー ：
Enabling a Seamless User 
Workspace across Devices 
and Platforms（英語）

ホワイトペーパー：ユーザー 
中心の IT のベストプラクティス 

ホワイトペーパー ： ベスト ・ 
プラクティス ： Intel Unite®  
ソリューションの導入

ホワイトペーパー ： インテル® 
vPro™ テクノロジーを活用し
た会議室コラボレーション

インテル IT 部門は、 従業員がインテルの IT サービスを
使用する際のユーザー体験を最適化することによって、
従業員の接続、 コラボレーション、 生産性を向上させる
ことを目指しています。 インテルの従業員はサービスを
活用して仕事を遂行しています。 私たちの仕事は従業員
の生産性を向上させることです。 そのため、 サービスや
ソリューションを設計するときに、 インテルの従業員を
中心に据えて、 彼らの働き方を知り、 生産性を高めるソ
リューションを開発しています。

アジャイルと DevOps の重視

インテル IT 部門は、すべての IT をアジャイル & DevOps
手法に移行しつつあります。 新たに結成された Agile 
and DevOps Program Transformation （ADOPT）
チームは、 サイロを排除し、 IT への投資の可視性を高
めて、 支出、 リソース、 作業を最適化することによって、
「1 つの IT」 の考え方を補強します。 ADOPT チームは、
約 1,500 人の従業員に対してアジャイル手法のトレー
ニングをすでに行いました。 アジャイルと DevOps により、
コストを削減し、 製品、 機能、 サービスを、 数週間あるい
は数カ月ではなく数時間で提供することが可能になると
考えています。 コマンド・アンド・コントロール構造から、
強化された自律的なチーム環境に移行すれば、リソース
をより効率的に使用し、自動化できる日常的なことでは
なく、 価値の高いビジネス活動に取り組むめるようにな
ります。

シームレスなユーザー ・ワークスペース 

インテル IT 部門の最近の取り組みとして、使いやすいク
ラウド対応の統合型ソリューションによって、インテルの
従業員がどこにいてもどのデバイスでも、 シームレスに
仕事ができるようにすることを目指しています。 従来より、
ユーザーコンテンツ、アプリケーション、設定（「ワークス
ペース」） は、 OS とハードウェアに組み込まれています。
このことが、複数のデバイスで同じコンテンツ、アプリケー
ション、 ユーザーの個人設定にアクセスするのを妨げて
います。 また、新しいデバイスへのアップグレードに時間

と労力がかかります。 そこで、クラウドを使用してシーム
レスなユーザー ・ワークスペースを実現しました。 このソ
リューションにより、ユーザーは時間や場所を問わず、別
のデバイスに切り替えたときでも、生産性を維持できます。
新しい PC にアップグレードしたときは、アプリケーション
とユーザーの個人設定を復元し、これまでよりも短時間
（場合によっては 30 分程度） で生産性の高い仕事に戻
ることができます。 

会議中の簡単なコラボレーション 

世界各地で働くインテル従業員同士のコラボレーション
は、 イノベーションを迅速に推進して市場のチャンスに
対応していくうえで重要な役割を果たしています。 最近
導入した Intel Unite® ソリューションにより、 会議の参
加者は、ケーブルなしで会議室またはリモートでコンテン
ツやプレゼンテーションをシームレスかつ瞬時に共有
し、注釈を付けることができます。 Intel Unite® ソリュー
ションを 2,800 室の会議室に導入したことで、 2016 年
には従業員の会議時間がおよそ5万時間削減されました。
Intel Unite® ソリューションは生産性にプラスの影響を
与えているので、 2017 年には世界の少なくとも 1,200
の会議室をアップグレードする予定です。 さらに、 Intel 
Unite® ソリューションを実行している PC で問題が発生
した場合、インテル® vPro™ テクノロジーを使用して PC
をリモートから管理できるため、ソリューションの効率は
さらに高まります。

https://itpeernetwork.intel.com/user-workspace-different-devices/
https://itpeernetwork.intel.com/user-workspace-different-devices/
https://itpeernetwork.intel.com/user-workspace-different-devices/
http://itpeernetwork.intel.com/intel-it-answers-top-questions-about-the-intel-unite-solution-for-conference-room-collaboration/
http://itpeernetwork.intel.com/intel-it-answers-top-questions-about-the-intel-unite-solution-for-conference-room-collaboration/
http://itpeernetwork.intel.com/intel-it-answers-top-questions-about-the-intel-unite-solution-for-conference-room-collaboration/
http://itpeernetwork.intel.com/intel-it-answers-top-questions-about-the-intel-unite-solution-for-conference-room-collaboration/
http://itpeernetwork.intel.com/intel-it-answers-top-questions-about-the-intel-unite-solution-for-conference-room-collaboration/
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/enabling-a-seamless-user-workspace-across-devices-and-platforms-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/enabling-a-seamless-user-workspace-across-devices-and-platforms-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/enabling-a-seamless-user-workspace-across-devices-and-platforms-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/dam/www/public/ijkk/jp/ja/documents/best-practices/best-practices-in-user-centered-it-jp.pdf
http://www.intel.co.jp/content/dam/www/public/ijkk/jp/ja/documents/best-practices/best-practices-in-user-centered-it-jp.pdf
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/best-practices-deploying-the-intel-unite-solution-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/best-practices-deploying-the-intel-unite-solution-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/best-practices-deploying-the-intel-unite-solution-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/collaboration-technology-improves-conference-room-experience-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/collaboration-technology-improves-conference-room-experience-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/collaboration-technology-improves-conference-room-experience-paper.html


11 of 16革新的な従業員の鼓舞

革新的な従業員の鼓舞

「独自の課題の 
公表と同業者との 
コラボレーションに 
より、発明の発展や 
新たな市場の開拓の 
きっかけとなる問題が 
明らかになります」

— Robert Vaughn 
インテル IT 部門 
特許評議会議長 

テクノロジーはインテルのデジタル変革とビジネススピー
ドを加速させる唯一の側面です。 また、インテルの成功は
従業員の能力とスキルに左右されます。 インテル IT 部門
は、インテルのニーズを満たす人材パイプラインの維持、
キャリア / リーダーシップ開発機会の提供、 多様で包括
的な職場環境の促進、従業員全体を対象としたイノベー
ションの育成によって、触媒として変革を促進し、イノベー
ションを起こし、 IT の部門横断的な目標とイニシアチブ
を推進するという CIO の使命を支援しています。

変革のためのスキルへの投資 

インテル IT 部門は、2016 年に IT 従業員のトレーニング
に 140 万米ドルを費やしました。 新たに登場した産業ス
キルと衰退しつつある産業スキルを追跡し、適宜投資す
ることによって、 協力的な「1 つの IT」文化を活用する俊
敏で前向きな思考の革新的な従業員を育成しています。
最も貴重な人材はビジネス感覚と複数の分野にわたる
経験を身に付けているため、従業員に各種コースを受講
するよう勧めています。 また、リーダーシップ開発と後継
者育成によって、徹底したマネジメントを構築しています。
マネジメントのトレーニングと人的ネットワーキングに
よって効果的なリーダーシップが育まれ、 これがビジネ
ス変革の推進力となります。

多様性と包括性の育成

インテル IT 部門は、 ビジネス部門のリーダーが指導
する人的ネットワーキング集約型の 3 日間のプログ
ラムを女性技術者と圧倒的少数派に提供する Rapid 
Orientation for Accelerated Results（ROAR）プログ
ラムや、 さまざまな文化に対する理解を促してより包括
的なコミュニティーを構築する Employee Resource 
Group（ERG） などの活動を通じて、インテルの多様性の
目標を積極的に支援しています。 

イノベーションの創出

インテル IT 部門は、 議論のきっかけとなるイベントやソ
リューションの調整、 各従業員の仕事にイノベーション
を組み込むためのマネージャーやチームリーダーの指導、
賞によるイノベーションの評価を通じて、 従業員の創造
力を強化し、積極的な思考を促しています。 私たちは、IT
特許評議会を設置し、 インテル・イノベーション・ハブを
開発しました。 また、 クラウドソーシングによる発明の
発展について調査を進めています。 従業員を鼓舞する
取り組みによって、 革新的な従業員が育成されており、
インテル IT 部門はこの 5 年間で 600 件以上の特許を申
請しました。

非凡な発明家、Qually Jiang との出会い

Qually Jiang は、18年間インテル IT 部門で働いてきました。 彼は、オートメーション・エンジニア、アプリケー
ション開発者、IT サポート・スペシャリスト、プロジェクト・マネージャー、IT マネージャー、調達マネージャー、
エンジニアリング・マネージャー、ソフトウェア・エンジニアを務めてきました。 この豊富な経験とイノベーション
に対する鋭い感覚が相まって、 Qually はこれまでに 25 件の発明開示書が特許申請され、 「High Five」賞 
（1 年間に 5 つ以上の特許を申請したインテル従業員を表彰するための賞） を 4 回受賞しています。

Qually は、 「インテルの文化、特にインテルの従業員の倫理観が、何でも率直に話せるという安心感を与え
てくれます」 と述べました。 Qually によると、イノベーションを生み出すには、発明家がアイデアを同僚に盗
まれることを心配する必要がなくなるという点で、この開放性が重要だとのことです。 Qually は、インテル IT
部門が多様な仕事の機会を提供している点も、イノベーション創出の理由として指摘しました。 「この多様性
がほかの分野に目を向けさせてくれます」
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インテルの 
セキュリティー文化の 
強化の詳細

ホワイトペーパー ： Boosting 
IaaS and PaaS Security in 
the Public Cloud（英語）

ホワイトペーパー：SaaS セキュ
リティーのベスト ・ プラクティ
ス ： クラウドのリスクを最小化 

ホワイトペーパー ： エッジを越
えるエンタープライズ ・ セキュ
リティー

企業環境に対する脅威の数が増大し、 脅威の高度化も
進んでいます。 従業員のセキュリティー ・ トレーニング
とセキュリティー意識の強化と促進は、 企業リスクの軽
減に不可欠です。 セキュリティー意識をインテルの文化
に組み込むことがサイバーセキュリティー戦略のカギと
なります。 セキュリティー意識の高い従業員を育成して
「人間防衛線」 を強化することによって、堅牢なセキュリ
ティー、 プライバシー、 コンプライアンス機能を確立で
きます。

知識によるセキュリティーの強化

2016 年 に イ ン テル IT 部 門 は、 11 種 の 技 術 職 向 け
に 100 以上のサイバーセキュリティー ・ コースを提供
するインテル ・ セキュリティー ・ カレッジを設立しまし
た。 セキュリティー ・ カレッジはセキュリティー体制を
強化し、 最初から安全なコードを記述するよう開発者
をトレーニングすることによってコスト削減を支援し
ます。 National Institute of Science and Technology
（NIST） によると、アプリケーションを実稼動環境に導入
した後にアプリケーションの脆弱性を修正すると、30 倍
のコストがかかります。

セキュリティー ・カレッジの各コースは、 NIST 800.16
のセキュリティー ・トレーニング要件など、業界のベスト・
プラクティスに基づいています。 コンテンツは 5 種類の
言語で提供され、Continuing Professional Education
（CPE）クレジットとして既存の技術認定に使用できます。 

私たちは、エンタープライズ・アプリケーションのセキュ
リティーとセキュリティー ・プロセスを強化するために、
インテルのビジネス部門と連携してセキュリティー ・

「脅威の状況は常に進化し、高度化しているので、 
漏洩、侵害、窃取から資産、計画、 
データを保護するためにできることを 
すべて行わなければなりません」 

— Brent Conran 
インテル最高情報セキュリティー責任者

http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/boosting-iaas-and-paas-security-in-the-public-cloud-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/boosting-iaas-and-paas-security-in-the-public-cloud-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/boosting-iaas-and-paas-security-in-the-public-cloud-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/saas-security-best-practices-minimizing-risk-in-the-cloud-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/saas-security-best-practices-minimizing-risk-in-the-cloud-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/saas-security-best-practices-minimizing-risk-in-the-cloud-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/taking-enterprise-security-beyond-the-edge-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/taking-enterprise-security-beyond-the-edge-paper.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/taking-enterprise-security-beyond-the-edge-paper.html
https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/director/planning/report02-3.pdf
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カレッジを強化しています。 最新の情報セキュリティー
対策を反映していない可能性のあるレガシー ・ アプリ
ケーションが存在します。 2016 年に、すべてのエンター
プライズ ・ アプリケーションを対象としたアプリケー
ション・セキュリティー認定の戦略的なパスを作成しま
した。 

アプリケーション・セキュリティー認定プログラムを支
援するために、使用中のアプリケーションを包括的に把
握できるようにアプリケーション・インベントリーを更新
しました。 「アプリケーション」 の定義には、 ウェブサイ
ト、ウェブサービス、クラウドアプリ、オンプレミス・アプ
リケーションが含まれます。 いずれも、500 行以上のコー
ドで構成されているか、 10 人以上のユーザーがいるソ
フトウェア資産です。 

ビ ジ ネ ス 部 門 と 連 携 し て い る の で、 私 た ち は ゲ ー ト
キーパーでもエンフォーサーでもなくパートナーです。
インテル IT 部門は特定のアプリケーション向けにカス
タマイズされたガイダンスを提供し、 使いやすいポータ
ルはセルフサービスのアプリケーション認定を提供しま
す。 2017 年には、 レガシー ・アプリケーションの更新か
ら、開発ライフサイクルの早期におけるアプリケーション・
セキュリティーの組込みに移行していきます。 DevOps
チームは、要件の定義から設計、テスト、導入に至るまで、
アプリケーションを保護できるようになります。 

これらの取り組みにより、インテルでセキュリティーを重
視する文化が生まれ、 セキュリティーが後からの思い付
きではなく、業務の日常的な部分になります。 また、アプ
リケーションのセキュリティーを全社的に強化することで、
企業はいつでもどこでも安全なコミュニケーションとコ
ラボレーションを実現できるようになります。

セキュリティーに対する責任の分担

デジタル変革を成功させるには、分散型の運用 / サポー
トモデルが必要であることが判明しました。 パブリック・

クラウドにおける IaaS のセキュリティー戦略では、 ア
カウントを所有するビジネス部門、 クラウド・サービス・
プロバイダー、 インテル IT 部門の間で分担する責任を
定めています。 アプリケーション所有者は、 パブリック・
クラウドに送信するデータの分類レベルを特定する必要
があります。 また、 アプリケーションの脆弱性を評価し、
必要に応じて IT 部門の支援を受けて、見つかった脆弱性
を修復しなければなりません。 IT 部門は、リスク評価、ポ
リシーの適用、クラウド・ブローカリングなどの実務を担
当します。 クラウド・サービス・プロバイダーは、インフラ
ストラクチャーと、 アカウントの検出や構成管理などの
サービスを提供します。 

ビジネス部門は情報セキュリティーを理解していない場
合がありますが、独自の IaaS のニーズは把握しているこ
とが分かっているので、 ビジネス部門にトレーニングを
提供し、セキュリティー ・ソリューションとセキュリティー
管理を使いやすくしました。 

ますます高度化し、 増大する情報セキュリティーの脅威
から防御するには、 インテル IT 部門、 インテルの全従
業員、 業界エコシステムが連携する必要があります。 知
識を基盤とする強力なセキュリティー文化とテクノロジー
の適用によって、企業を攻撃から保護することができます。

「インテルのガイドラインを理解し、 
セキュリティー ・ツールとリソースを活用すれば、 
全従業員が価値を存続させることができ、 
インテルの情報を保護することができます」

— Brent Conran 
インテル最高情報セキュリティー責任者
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IT イノベーションに関する 
CIO の見解を読む

ブログ ： Building a 
Corporate Strategy for 
Today’ s Digital Economy
（英語）

このレポートの各事例は、IT の変革力とビジネス価値を
示しています。 2016 年は素晴らしい年でしたが、 2017
年はさらに高いハードルが設定されています。 インテル
IT 部門は、インテルの成長と変革を加速させる重要な役
割を担います。 インテルの CIO として、私たちにはもっと
できることがあると思っています。 適切な IT 戦略と優先
事項はありますが、実行とチームワークがカギとなります。
十分に調整された計画によって、 IT 戦略とイニシアチブ
の支援を切迫感を持って成果につなげる必要があります。
ほとんどの IT 組織で起こっている変化の度合いは前例
のないものです。 私たちは、 こうした変化の中でのビジ
ネスパートナーの支援でリーダーシップを発揮できるよ
うに、インテルの変革を迅速に完了する必要があります。
今後 1 年間、 インテル IT 部門は次の優先事項に注力し
ていきます。

•  市場でインテルのソリューションを進歩させるために、
ビジネスへの関与を強化する。

•  デジタル技術の進歩を利用して、 エンドツーエンドの
ビジネスプロセスを変革する。

•  強化されたデータ、高度な分析、人工知能によってデー
タ駆動型の文化を実現する。

•  従業員の生産性とコラボレーションを強化する。

私は、 インテルで起こっている変化と、 インテル IT 部門
がこの変化を加速させ、 大きな価値を引き出すチャン
スに刺激を受けています。 これらの重点分野が、相互に
連携しながらビジネス価値を高め、インテルの成長を加
速させると確信しています。 これを実現するために、イノ
ベーションとコラボレーションを促進し、 適応、 学習し、
俊敏に仕事をする文化を IT 全体で育む必要があります。
情報テクノロジーに心躍らせる時代がまさに訪れてい
ます！

https://itpeernetwork.intel.com/digital-corporate-strategy/
https://itpeernetwork.intel.com/digital-corporate-strategy/
https://itpeernetwork.intel.com/digital-corporate-strategy/
https://itpeernetwork.intel.com/digital-corporate-strategy/


最新情報
http://www.intel.co.jp/itatintel/ でインテルの取り組みに参加し、 
今後に注目してください。

アドバイスの入手
専門家による客観的なアドバイスをお求めの場合は、 
http://advisors.intel.com/（英語） をご利用ください。

詳細情報
IT リーダーや各分野の専門家の見解については、 
IT Peer Network（英語） を参照してください。

http://www.intel.co.jp/itatintel/
http://advisors.intel.com
http://itpeernetwork.intel.com
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