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インテルは 50 年にわたり、企業、社会、そして世界中の個人ユーザーに驚きの体験を届けようと、テクノロジーの境界
で発明を続けてきました。イノベーションはインテルの成功の中核となっています。企業の歴史において最も大きな 
変革の 1 つを経験する中で、インテルは業界で革新を起こし、世界共通の課題を解決しようと取り組んでいます。 
PC 中心の企業からデータ中心の企業へと向かうインテルの変革を駆動しているのはデータです。また、クラウドの 
機能、IoT の普及、エッジでのメモリー / プログラマブル・ソリューションの進歩、5G 常時接続の可能性を促進させて
いるのもデータです。

インテル IT 部門は、インテルのデジタル企業への変革を支える唯一の立場にあります。そのため、ビジネス部門のより
戦略的なパートナーになるために、IT 部門自体の変革に積極的に取り組み始めました。これは、IT 部門に不可欠なこ
ととして、Forbes Insights でも最近指摘されています。インテル IT 部門は、最も効果的なビジネス上の意思決定につ
ながる適切な協力体制を推進する全社的な洞察と可視性を備えた組織として、インテルを常に最先端に位置付けるた
めの、最新テクノロジーのベスト・プラクティスに関する豊富な専門知識を持っています。ビジネス部門と協力して企業
戦略を遂行することで、イノベーションを起こし、インテルをさらに成長させる先進のテクノロジーに共同で取り組んで
いるのです。また、市場向けのビジネス部門と連携して、顧客のニーズに応え、新たな収益源を生み出し、インテルにより
大きな成長機会をもたらすソリューションの市場投入も行っています。

他社の CIO と同様に (例: 2018 年 5 月の Equinix Blog)、私はデジタル・トランスフォーメーションが課題と機会の 
両方を業界にもたらすことを理解しています。IT 部門は、単に技術者であるだけでは十分とは言えません。絶え間ない
破壊的な混乱（ディスラプション）に適応し、新たなスキルを身に付け、業務を遂行しなければならないのです。 
インテル IT 部門は、新しい運用モデルの導入およびサービスとソリューションの全面的な最新化に加え、アジャイル / 
DevOps に基づく強固な基盤を築き、ハイブリッド・クラウドの柔軟性を活用しています。また、マシンラーニング (ML) 
と人工知能 (AI) によって強化されたデータと高度な分析を活用して、インテルの重要なビジネス活動および顧客向け
の製品 / サービスを変革しています。

インテル IT 部門のビジョンは、クラス最高の IT ソリューション / サービスによってインテルの成長を加速させるとい
うシンプルなものです。私たちはインテルのデジタル・トランスフォーメーションを牽引する中で、この急速に変化する
競争環境において、組織として築き上げてきた技術力を基にテクノロジー・リーダーとして前進できるよう支援し、 
インテルの今後 50 年間の持続的な成功に向けた体制の確立に意欲的に取り組み続けていきます。 

LinkedIn* でご意見、ご感想をお寄せいただくか、Twitter* をフォローしてください。詳細については、intel.com/IT を
参照してください。

Paula Tolliver
Intel Corporation 最高情報責任者 (CIO)

インテル CIO からの見解
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¹ 財務データは、統合による完全子会社を含み、売却された事業体を除外した数字に訂正されました。従業員数は年初と年末の平均を表します。
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クライアントの構築時間の短縮、電話会議の品質向上、インテル® Unite® 
ソリューションの広範囲にわたる導入、ワンクリック・ビデオ会議、携帯用 
PC ロッカー、自己修復 VPN、使用頻度の高いエンタープライズ・アプリの
モバイル機能により、生産性が向上しました。

933,000 時間
四半期当たりの節約された時間

28 億 5,000 万
米ドル総収入の増加

マーケティング、販売、製品開発などのビジネス部門との共同戦略と
積極的な関与により、インテル IT はインテルの収益に 28 億 5,000 万
米ドルの増加を貢献しました。

約 52 週間
マシンラーニングとスマート分析により、主要なインテル® 
プラットフォームと SOC 設計の市場投入までの時間が
短縮されました。 

市場投入までの時間の短縮

2018 年に、設計、製造、サプライチェーンの 24 件の
プロジェクトで、12 億 5,000 万米ドル相当のビジネス
価値を創出しました。
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ビジネス価値を変革する
インテルの IT イノベーション

IT デバイスの管理
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モバイル PC

54,000 台
スマートフォン

7,300 台
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管理対象デバイスの総数
210,000 台以上
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デジタル・トランスフォーメーションは、新たに登場したキャッチフレーズではありません。それは、企業
の経営、競争、成長の方法を大きく転換する取り組みです。そして、この取り組みの原動力となっている 
のは、企業を完全に変革し、大きな価値を引き出す力を持つクラウド、AI、IoT といったテクノロジーの 
進歩です。 

未来の実現 
インテル IT 部門では、インテルのデジタル・トランス 
フォーメーションを実現するための戦略を策定しま 
した。これにより、インテルのビジネスの成長を加速 
させ、競争優位性を促進することができます。ビジョン 
と 5 つの戦略目標に従うことで、売上と収益に非常に 
大きな付加価値をもたらし、これまで不可能だった 
ことを可能にすることができます。

変革の推進には、より強力な IT リーダーシップ、 
イノベーション、リスクテイクに加えて、さまざまな 
ビジネス部門との共同戦略や協力体制の強化が欠かせ
ません。私たちは、次の原則を遵守することでデジタル・
トランスフォーメーションの推進に取り組んでいます。

• デジタルリテラシーを備えた従業員が在籍する 
新たな職場の構築 

• ビジネスプロセスの簡素化とアプリケーションや 
機能の提供方法の変更

• データと AI/ML の力を活用した IT 部門の機能と 
競争優位性の抜本的な向上

• 安全なクラウド対応モバイル・ソリューションによる
アーキテクチャーとプラットフォームの最新化 
および変革

このようなデジタル・トランスフォーメーションの実現
要素によって、ビジネスの成果が向上します。セルフ 
サービス・ツールとインサイトの活用により、従業員の 
生産性も向上します。新規および既存の顧客との取引も
容易になり、より効果的に顧客との関係を深めることが

可能になります。さらに、意思決定と業務の見直しや 
最適化が推進されます。より多くの関連データとインサ
イトを活用することで、新しい革新的な製品やサービス
を提供できるようになります。

インテル IT 部門では、デジタル・トランスフォーメー 
ションの明確なビジョンを確立しています。インテル  
IT 部門はビジネス部門と協力して、新しい IT ソリュー 
ション領域を特定し、その導入を進めています。また、 
データと AI のイノベーションの拡大にも取り組んで 
おり、今後もこの取り組みを続けていきます。ビジネス 
部門との連携により、製品設計、製品の検証、サプライ 
チェーン、カスタマー・エンゲージメントなど、バリュー
チェーンのコア機能の多くですでに大きな成果を挙げて
います。これについては、後述します。

インテル IT 部門によるデジタル・ 
トランスフォーメーションへの取り組み

「企業は生き物である。企業は脱皮し続けなければならない。 
方法を変えなければならない。焦点を変えなければならない。 
価値観を変えなければならない。このすべてを変えた結果が変革である」

– インテル元 CEO
Andy Grove
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成長の方法を変革する
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オペレーショナル・
エクセレンスを実現する

卓越した文化を導入する

クラス最高の IT 
ソリューション / 
サービスによる
インテルの
成長の

加速化
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デジタル企業へと変革を遂げつつあるインテル

最新の職場 ビジネスプロセスと
アプリケーション

データと 
AI

プラットフォーム、
クラウド / モバイル、

セキュリティー

生産性の
高い従業員
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デジタル・トランスフォーメーションにおいて成功を収めるためには、データへの接続と高度な分析 
という堅牢な基盤に基づいた取り組みを進めなければなりません。この 2 つの要素により、個々の 
ビジネスプロセス内とさまざまなビジネスプロセスを横断した全体の効率と効果を高めることが 
できます。しかしインテルでは、この変革の推進にあたって、IT 組織の変革も不可欠となることを 
認識していました。2017 年に、インテル IT 部門がその基本的な機能を強化し、IT スキル、サービス、 
業務を最新化するための取り組みに着手したのはそのためです。2019 年に向けたこれらの取り組みに
より、ビジネス上のインパクトがより大きく、付加価値の高い革新的なソリューションを提供する能力が
大幅に向上することを私たちは確信しています。

IT モデルの成熟: スピード、俊敏性、 
効率を向上させるためのアプローチ
変革が大規模化することで、調整は複雑になり、変化 
への対応も一層困難になります。インテル IT 部門は、 
重要な指標に注目できるように、IT 変革を構造化され
た統合プログラムとして管理することで、構造上の障壁
と文化的な障壁の両方を取り除こうとしています。 
インテルの全体的な革新力と競争力の向上に役立つ  
IT 機能を整備するために、変革を迅速に進めることが
重要です。 

「2016 年～ 2017 年インテル IT パフォーマンス・ 
レポート」で説明したように、インテルは、アジャイルと 
DevOps の成熟、エンタープライズ・アーキテクチャー / 
ガバナンス、ポートフォリオと投資の規律、 
セキュリティーの強化によって、IT の基礎と 
オペレーショナル・エクセレンスの強化に注力してきま
した。

2018 年になるまでに、IT ソリューション / サービスの
提供の最新化と改善を目的とした新たな運用モデルを
導入する準備を整えました。この運用モデルの基本的 
要素は次のとおりです。

• 垂直 / 水平ソリューション・スタックと分野に 
特化した専門知識を活用可能なマトリクス型組織。

• ビジネスナレッジ / エンゲージメントを強化し、 
ビジネス・ソリューション、データ、価値の提供を 
最適化して結び付けることを可能にする、 
エンドツーエンドのバリューストリーム。

• 運用モデルの機能と提供を継続的に進化させ、 
サポートし、結び付ける実現要素。

• (RAPID* フレームワークに基づいて) 作業の完了 
方法、担当者間での引き継ぎ、各担当者の役割と 
責任を明確にするインタラクション・モデル。

変革を推進する
文化の醸成
インテル IT 部門は、 
50 年間にわたって業界を
先導してきたインテルの 
文化を土台に、デジタル・
トランスフォーメーション
を牽引する戦略を確立し、
成功に向けて IT 組織を 
構築しました。私たちの 
取り組みは、インテルの 
他の部門とともに、成功 
戦略と構造に合わせて 
文化を適切に転換しなけ
ればならない時期に来て
います。クラス最高を目指
すビジョンを実行しようと
している私たちにとって、 
これは重要なマイル 
ストーンです。

適切な戦略と構造を用意
するだけでは不十分で 
あり、組織の文化との連携
も欠かせないという教訓
が得られました。従来の 
作業方法や考え方に固執
すると、取り組みを進める
際に逆風となります。 

インテル IT 部門は、個人、
チーム、組織としての開発
を促進するために、あらゆ
るレベルで文化の再形成
を進めています。2018 年、
リーダー層が組織の文化
に基づいた行動を改革に
連携させる方法について
のトレーニングを開始しま
した。2019 年に入り、 
コミュニケーション、 
ビデオ、ピアツーピアの 
トレーニング・フォーラム
を通じて、また、最重要とな
るリーダー層の率先的な
模範行動によって、IT 部門 
全体で文化を重視した 
プログラムの展開を開始
します。

SaaS (Software as a Service)

DaaS (Data as a Service)

企業のビジネス部門とビジネス機能

PaaS (Platform as a Service)

ISaaS (Information Security as a Service)

DCaaS / IaaS (Data Center as a Service / Infrastructure as a Service)

運用モデル

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー

戦
略

BPaaS (Business Process as a Service)

IT の変革から始まる 
イノベーション
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アジャイル / DevOps プラクティスの 
展開と拡大
インテル IT 部門では、新しい運用モデルで学習の 
迅速化、市場投入までの時間の短縮、品質と生産性の 
向上、IT チームの業務の削減を確実に実現するため
に、IT 部門全体へのアジャイル / DevOps プラクティス
の拡大に取り組む専任チームを結成しました。この 
チームの取り組みはまず、4,700 人以上の従業員に対す
るアジャイル手法のトレーニングと、500 以上の Agile 
Persistent Team (APT) の編成から始まりました。 

APT が重要な理由とは何か。これに答えるために、結成
と解散が短期間で繰り返されていた従来のチーム体制
を考えてみてください。メンバーは、マネージャーが作業
に優先順位を付け、次の手順に関する指示を出すものと
期待していました。しかし、APT ではそのすべてが変わ
ります。APT においては、メンバーは長い期間を共に 
過ごします。APT では、マネージャーではなく製品また
は機能のオーナーが優先順位付けを主導し、自主的に
作業を行います。また、マネージャーは日々の作業を 
割り当てることがなくなるため、チーム内でリソースの 
最適化や、アーキテクチャー標準に基づいた開発の 
調整を行い、障壁を取り除く手助けをするサーバント 
リーダーになることができます。マネージャーは、従業員
の能力開発とキャリアアップにおいてより重要な役割を
果たすことができるようにもなります。

2017 年末の時点で、これらの APT の 97% が 
アジャイル成熟度レベル 3 (プロジェクト・エクセレンス) 
の基準を満たしていました。さらに 2018 年には、APT 
のリーダーシップ、管理サポート、強化に重点を置いて、
引き続きアジャイルの導入を推進し、成熟度を高めまし
た。また、アジャイル・プラクティスをエンタープライズ / 
プログラム・レベルに拡大するための業界標準のフレー
ムワークも採用しました。数百人の従業員に対してこの
フレームワークのトレーニングを行い、3,000 人以上の
従業員に対してアジャイル・プラクティス全般のトレーニ
ングを実施しました。新しいスケーリング・フレーム 
ワークは、アジャイル / DevOps 変革に全面的に 
取り組むための大きな牽引力を組織にもたらしました。

2019 年は、主にテストの自動化に重点を置いて、開発
サイクル (構築、テスト、リリース) の自動化に引き続き
取り組みます。現在、テストの約 22% が自動化済みで、 
2019 年末までに 60% のテストの自動化を実現する
予定です。これにより、提供まで（開発サイクル）の期間
を 50% 短縮するという目標を達成できる見込みです。

技術的負債を削減し、イノベーションに
注力
イノベーションはインテルの DNA の大きな部分を 
占めています。新たなアイデアの創出と、新しい方法、 
プロセス、製品の開発は想像力を刺激し、組織の成長を
促進します。私たちが、イノベーションに費やす時間と 
リソースを最大化したいと考えているのはそのため 
です。これを実現するために、大きな障壁の 1 つである、 

長年にわたって累積された技術的負債を取り除く必要
がありました。

インテル IT 部門の取り組みを紹介します。まず、その場
限りの対応では不十分であり、迅速さにも欠けることが
分かっていました。技術的負債の削減を加速するため
に、米国国立標準技術研究所 (NIST) が公開している 
業界標準の手法を最初に調べました。その後、独自の 
Intel IT Enterprise Technical Debt Framework を 
開発しました。このフレームワークにより、エンター 
プライズ・アーキテクチャーを体系的に最新化して、 
投資のためのリソースを確保できるようになり、業界を
リードするイノベーションの実現が可能になりました。 
このフレームワークは、技術的負債を削減へと導くだけ
でなく、今後の技術的負債の発生を防ぐうえでも役立ち
ます。IT 部門から始まり、インテル社内全体に展開され
た技術的負債の管理フレームワークは次のステップで
構成されています。

1. 特定と評価: Gartner の TIME モデル (Tolerate  
(許容)、Invest (投資)、Migrate (移行)、Eliminate  
(排除)) を採用して、社内で使用していた 5,600 個 
以上のアプリケーションをそれぞれ調べました。

2. 負債の削減: 削減プロセスを開始してから、 
665 個以上のアプリケーションを排除することが 
できました。

3. 新たな負債の防止: 技術的負債の再発防止に役立つ
強力なガバナンスモデルを定義しました。

特定
と
評価

技術的
負債
の特定と管理

新たな
負債の防止

負債の
削減

技術的負債の
定義
技術的負債は、 
コード、技術ドキュメ
ント、開発環境、 
サードパーティー製
ツール、アプリケー
ションなどの重複や、
変更を困難にし、 
効率を妨げる開発 
プラクティスの欠陥
と見なされています。

詳細情報
ホワイトペーパー: The 
Battle Against Technical 
Debt on the Journey to IT 
Transformation (英語)
ホワイトペーパー: 
Framework for Technical 
Debt Reduction: Take the 
First Step Toward Digital 
Transformation (英語)
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データファーストのマインドセットの 
導入
真のデジタル・トランスフォーメーションを実現するた
めには、データ・アーキテクチャー、運用モデル、コンプラ
イアンス、セキュリティーの統合作業を避けて通ること
はできません。これらすべての最適な統合方法は、次の
ような堅実なエンタープライズ・データ戦略です。

1. 社内と社外、両方の関係者に、データ中心の観点を 
育むためのビジョンを明確に示す。

2. 全社的にデータ指向の文化を促進する。
3. 従業員が品質データを容易に入手できる「Data as a 

Service」を構築する。
このようなデータ戦略が整っていない場合、IT 部門は
「データのカオス」を整理し続けるという状況に直面す
ることになります。このカオスの一因として考えられるの
は、組織の規模が大きく多様な事業を展開する企業が
抱える「データパドル」(データの水たまり) です。分断さ
れたシステムは特定の業務に関する情報のみを処理し、
システム単位ではビジネスプロセスが最適化されてい
る場合もありますが、より広範なプロセス間でのデータ
転送や共有には多くの手作業が必要になります。典型的
なケースは、別のビジネス部門のニーズに合わせて 
データをコピーする作業です。

例えば、ビジネスアナリストは、意思決定を行うために
複数のシステムにアクセスしてデータを分析する必要
がありますが、これはミスや、品質の欠陥、適時性の欠
如につながります。これらのアルゴリズムに必要な 
データは企業全体の複数のデータパドルに点在してい
るため、AI と ML の適用 (または、エンタープライズ・ 
データ・ダッシュボードや指標の作成) が非常に困難に
なります。さらに、堅実なデータ戦略が整っていない 
場合、企業として最新のプロセスやビジネスインサイト
のための市場投入の機会を逃す可能性があり、データ 
損失のリスクと、一般データ保護規則 (GDPR) などの 
法律やプライバシーとデータ保護に関する国際法など
に違反するリスクが高まります。

インテルのデータ戦略には、関連性の高いデータレイク
にデータパドルからデータを流せることが含まれます。
データレイクには、信頼性が高く、関連性のある安全な 

「ゴールドコピー」データが適切に定義され、統合されて
います。インテル IT 部門の目標は、インテルのすべての
基幹業務とビジネスプロセスでこのようなデータを利用
可能にすることです。これにより、適切なアプリケー 
ション・プログラミング・インターフェイス (API) を使用
したシステム間でのデータ分析および共有がスムーズ
になり、新しいビジネスプロセスを容易に変更し、統合
することができます。さらに、アナリストは AI と ML の手
法をデータに簡単に適用して、データアクセスからイン
サイトを生み出すまでの時間を短縮できます。 
データが全社規模で管理、監視されることにより、 
データの損失や漏洩のリスクも最小限に抑えられます。

Corporate Data Office: データ中心の
企業を支援
インテルでは、デジタル・トランスフォーメーションに 
よって、より多様な新しいビジネス・ポートフォリオ全体
での成長の計画が可能になりました。これらのビジネス
部門では、ビジネス領域と技術領域の両方にまたがる、
全く新しい一連の組織機能を開発する必要がありまし
た。これらの機能は体系的に構築され、経時的に拡張さ
れます。私たちは数年分の既存の機能を再考しながら、
これを行います。スケーラブルなインフラストラク 
チャー、ツール、データ・アーキテクチャーの刷新や改善
など、基礎的な領域もあります。また、データサイエンス
の優秀な人材を惹き付けることによっても、インテルを
差別化することができます。

これらのさまざまな取り組みにあたり、Corporate Data 
Office (CDO) の設立を含め、データ成熟度の特定、 
優先順位付け、評価、継続的な監視と確認を行うための
フレームワークを採用する必要があります。2017 年初
頭に、インテル IT 部門はインテル CDO を立ち上げまし
た。これは、インテルの各ビジネスでデータファーストの
マインドセットを継続的に育成する、いわば「ワン 
ストップ・データショップ」です。当初は、インテルの 
データ資産 (315 ペタバイト以上) の管理を改善する 
ために設立されました。この設立目的を支持し、CDO で
は事業部、情報セキュリティー、法務、人事 (HR) の各部
門と協力して、規制遵守、企業データ管理、データセット

優れたインサイトの獲得を 
可能にするデータと AI の取り組み

IT による世界の
変革 
人身売買業者はデータから
身を隠すことはできない 

Twitter* や Snapchat*、 
出会い系サービスサイトは、 
社会的な交流を目的として
構築されていますが、何も
知らない被害者を強制労働
や売春などの犯罪の世界に
誘い込むために悪用される
場合もあります。各地の警察
は膨大な量のデータを調べ
なければならないため、 
犯人と被害者の関係の 
特定を試みることさえ困難
な場合があります。

IT 部門の従業員を擁す
る Intel Inside Safer 
Children Outside チーム
は、警察がこの課題に対処
できるよう支援しました。 
チームは、膨大な量の生 
データを分析して人身売買
業者を起訴するための有力
な証拠を固め、素早く関連
付けるいくつかのアルゴリ
ズムを提供しました。
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の取得、ビッグデータ・インフラストラクチャーに関する 
ポリシー、手順、標準を提供しています。

CDO では、インテルの既存および将来のデータ資産を
すべて統合して構造化するイノベーションを促進する 
ために、ビジネス部門とともに、データ・サイエンティ 
スト・ワーキング・グループと呼ばれる実践コミュニ 
ティー (COP) に権限を与えました。

CDO のこれまでの主な成果は次のとおりです。

• 販売とマーケティング、製品の設計と機能強化などに
高度な分析を使用することで、12 億 5,000 万米ドル
相当のビジネス価値を創出。

• インテル全体にわたる、データサイエンス、 
コンピューティング、接続、ストレージ用の最先端の
データおよび分析プラットフォームの実装と管理。

• プリシリコン検証での市場投入までの時間の短縮、 
製品の性能の向上、販売 / マーケティング・チャネル
の効率化のための新しい (特許取得可能な) アルゴリ
ズムの作成。

• 徐々に増大するビジネス価値を創出する方法  
(「CDO as a Business」) と、意思決定者にインサイト
を提供する方法 (「CDO as an Innovator」) の開発。
これはインテルの新しいデータ戦略と一致している
ので、CDO は、データサイエンス機能、社内外の 
データから得られるインサイト、外部企業との新たな
戦略的関係の集約に基づいて、新たな収益機会を 
市場にもたらすことができます。

将来を見据えて、インテル® 製品とビジネス活動を改善
し、新たなビジネスモデルとサービスを推進するために、
高度な分析、ML、AI の結び付きを拡大し、加速させる 
強い勢いが CDO にはあります。この価値提案は、パス
ファインディング / 高度な分析チームの数年間の成功
とブレークスルーに基づいています。

あらゆる場所での AI 活用
インテル IT 部門は、インテルのデジタル・トランス 
フォーメーションを牽引するために、インテルの 
ビジネス部門との協力体制を拡大して AI の革新的な 
ユースケースの開発に注力しています。現在の AI  
ソリューションと AI の長所をスケールアウトしつつ、 
最新の機能を拡張しています。インテルの最も重要な 
ビジネスプロセスに AI を組み込んで対応することが 
重要であることも理解しています。私たちの AI の導入 
アプローチは、周辺領域のみに注力していないという点
で他と一線を画しています。代わりに、インテルの重要な
バリューチェーン (サプライチェーン、製品ライフサイク
ル管理、製品の設計と製造、販売チャネルなど) に AI を
組み込むことに重点を置いています。 また、 成熟度 

モデルを採用し、重要な指標に従って、価値創出の規模
に対して AI の準備状況を評価してきました。

• パスファインディング: 画期的なアイデアと考えられ
るモデルを探求する。

• 成長: 対象となる分野に AI モデルを実装し、満足の
いく結果であることを証明する。

• スケーリング: 価値を得るためにビジネス機能全体
を拡張する。

AI の力を利用することで、次の 3 つの主な目的を達成
できます。

• ビジネス成果の向上と予測: AI は膨大な量のデータ
を分析し、検証することによって、人間の判断を支援す
るインサイトや、新しい市場、製品、製品機能の特定に
役立つインサイトを効率的に提供します。また、AI に
より、価格設定、需要、供給を最適化することも可能と
なり、予測精度の向上や収益増加が実現されます。 
これらの AI の取り組みはいずれも、既存の顧客との 
関係を拡大し、新規顧客を開拓するための新たな 
視点を提供しながら、顧客体験を向上させることを 
目的としています。

• 優れた製品とサービスの設計: AI により、機能、 
パフォーマンス、設計効率、全体的な品質を向上させ
ることが可能になります。これを活用して、インテル® 
製品のハードウェア実装 (バックエンドとフロントエ
ンドの両方の設計を含む)、設計レイアウト (クロック
ゲートなど) のような作業、製品機能の予測などを 
改善できます。

• 製品の構築と製造の最適化: AI によるインサイトを
活用すると、製品コストを削減し、市場投入までの 
時間を短縮できるだけでなく、製品のマイルストーン
を予測しやすくなります。

私たちは、AI を効果的に実証できるケースを把握して
いる基幹業務部門の協力によって、これらの目的を 
達成しつつあります。彼らとの共同作業により、現在の 
ソリューションの拡張につながる、明確なビジネス価値
を持つ概念を実証しました。その結果、経営幹部の支援
も得ることで、さまざまなビジネス領域にわたって AI の
取り組みを急速に拡大しました。

詳細情報
ホワイトペーパー: Artificial 
Intelligence Reduces 
Costs and Accelerates 
Time to Market (英語)
ホワイトペーパー: 
Improving Sales Account 
Coverage with Artificial 
Intelligence (英語)

ビジネス成果の
向上と予測

収益と
収益性の
拡大

製品の構築と
製造の最適化

優れた製品と
サービスの

設計

20%
効率の
向上

重要な検証プロセスに 
AI を組み込むことで、
検証サイクル全体で
少なくとも 20％ 効率
が向上すると予想され
ます。 
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https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/artificial-intelligence-reduces-costs-and-accelerates-time-to-market-paper.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/artificial-intelligence-reduces-costs-and-accelerates-time-to-market-paper.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/improving-sales-account-coverage-with-ai-paper.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/improving-sales-account-coverage-with-ai-paper.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/improving-sales-account-coverage-with-ai-paper.html
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より戦略的な協力体制の確立へ
この数年間、インテル IT 部門はインテルのビジネス 
グループおよび製品グループとのより戦略的な関係の 
構築に懸命に取り組んできました。新しく設立した 
Digital Business Solutions (DBS) グループと 
バリューストリームのオーナーは、インテルで IT と 
ビジネスの戦略、優先順位、ソリューションとサービスを
構想する際に顧客の代弁者としてニーズをより明確に
提示するために IT 組織で仕事をしています。これによ
り、製品の改善、IT の価値主導型のサービスとソリュー
ションの開発、インテルのデジタル・トランスフォーメー
ションのより積極的な推進が可能になります。最近の 
協力の例を以下に紹介します。

サプライチェーンの合理化
インテルのサプライチェーンには、63 カ国の 600 の 
施設、19,000 社のサプライヤー、2,000 社の顧客が 
含まれています。毎年、100 万件の注文を処理し、 
10 億個のユニットを出荷しています。この広範で複雑
なサプライチェーンを完全に把握するのは容易なことで
はありませんが、私たちは AI を使用して高度な処理を
行っています。インテル IT 部門が提供するソリュー 
ションにより、インテルは常に需要と供給の一歩先を 
行き、最大で 10 年先までの計画を立てることができ 
ます。その実現方法とは、AI と高度な分析を活用した 
次のような 3 つのサプライチェーン変革です。

• 部品在庫の最適化: インテル IT 部門は、ビッグ 
データ・テクノロジーと高度な分析アルゴリズムを 

使用して、種々の在庫方法と在庫システムの課題に 
対処しました。このソリューションでは、社内外のさま
ざまな組織やサプライヤー間で横断的にシームレス
な機能を提供しました。予測モデリングによって需要
シグナルが統合され、予測プロセスの自動化によって
予測精度が測定されるようになり、精度が向上してい
ます。インテリジェントな自動システムにより、意思 
決定に要する時間が 6 カ月から 1 週間に短縮され、
コスト削減額が 5,800 万米ドル増加しました。

• BOM (部品表) コストの削減: エンジニアが新しい 
システムやボードを設計すると、BOM コストが大幅
に増加する可能性があります。しかし、ビッグデータ、
ダッシュボード、ML を使用して、設計プロセスの 
早期の意思決定を可能にする情報とインサイトを 
提供しました。このソリューションにより、2018 年に
はパイロット・プロジェクトだけで 2,300 万米ドルが
削減されました。

• より正確なスペース計画: インテルの世界規模の 
複雑なサプライチェーンでは、これまでスペースの 
計画が困難でしたが、AI ベースのインサイトでは容易
に対応できました。トレーニング・データ、入力データ、
出力データとともに ML アルゴリズムを使用すること
で、95% の予測精度が実現されました。その過程で、
運送業者との交渉時に大きな値引きを得ることがで
きました。

インテルは、Gartner の Top Ten Supply Chain に  
6 年連続で選出されました。AI ベースのソリューション
を引き続き提供することで、今後もリーダーシップを 
維持していきます。

インテルの変革における 
ビジネス部門とのコラボレーション

AI によるサプライチェーンの変革

95%
予測精度

倉庫計画在庫の最適化

5,800万
米ドル削減

$

14 億 5,000 万
米ドル
IT@Intel は販売と
密接に連携することで、
2018 年のインテルの
収益に 14.5 億米ドルの
増加を貢献しました。

https://www.gartner.com/doc/3815665/toolkit-use-gartners-time-model
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製品の検証の強化
製品検証プロセスにおける AI の取り組みでは、強力な
自動化ツールが作成されました。これらのツールは、 
これまで手動で実行されていたプロセスを AI によって
劇的に改善できることを示しています。熟練のエンジニ
アは、面倒な手動作業に拘束されなくなると、時間に 
余裕ができ、精神的にも解放されるので、イノベーション
に注力できるようになります。

製品検証プロセスの各段階で、AI は次のような目覚し
い成果も実現しています。

• (予算の半分で) 発見された問題が 50% 増加
• テストカバレッジを 200 倍に拡大
• デバッグの繰り返しを 50% 削減
• 回帰テストを 70% 削減
私たちの取り組みはまだ始まったばかりです。AI により、
検証プロセスにおける全体的な効率と品質が 2020 年
までに 20% 向上すると推定されます。

広範囲にわたる販売: 無制限の 
スケーリングの実現
セールス・アカウント・マネージャーは、常により多くの
販売機会を探しています。Sales Assist パイロット 
プログラムは、これらを提供することを目的としてい 
ます。Sales AI プラットフォームを基盤とするこの 
プログラムでは、アカウント管理を簡素化し、顧客と 
市場の動きに基づいてアクションを推奨します。実際
に、数百万のウェブページをクローリングし、ソーシャル
メディアの投稿を 1 日に 3 万件以上取り込むことで、
数千人の顧客に関連するデータが収集され、分析され
ます。その後、このデータを使用して、顧客の活動に関す
るインサイト (つまり「支援」) が提示されます。この 

プログラムの最初の四半期だけで、これらのインサイト
の 87% が、アカウント・マネージャーのより効果的な 
顧客対応に役立ったことがフィードバックで示されま
した。

パイロットの成功により、Sales Assist は 2018 年に 
世界的に導入され、数千人の顧客に対応する何百人も
のオンライン販売担当者をサポートしています。この 
アプリケーションは 2018 年の売上にプラスの影響を
与え、4,600万米ドルの売上を達成しました。インテル 
IT 部門は、現場の販売担当者に新しい機能を提供し、
サポートを強化するとともに、見込み顧客と現在担当の
アカウント・マネージャーがいない顧客向けにインテリ
ジェントな自律型サービスを提供するために、このプロ
グラムをさらに拡張していきます。これらは、イノベー 
ションによるビジネスプロセスと機能の変革の一例に
すぎません。

IT による世界の変革
希望をもたらす AI

疾患のある人を最新の治療法とより簡単に結び付ける
にはどうすればよいのでしょうか? また、研究者ができ
るだけ短期間でより効果的に治験を実施するにはどう
すればよいのでしょうか？これらは製薬業界における 
最大の課題の一部です。

インテル IT 部門の Algorithms Pathfinding for 
Business チームの実例を紹介します。これまで、この 
チームはリテール・コンシューマー・インサイトの大手 
プロバイダーである企業と協力して、小売データを有益
なインサイトに変えるためのアルゴリズムやモデルを 
開発していました。小売企業の CEO が、この取り組み
が医療業界にもたらす可能性に着目し、その業界の 
仲間にチームを紹介しました。チームは治験と治験に
関心を寄せている患者のマッチングにアルゴリズムを
再利用し、これらの治験に最適な患者を見つけるため
の採点メカニズムを開発しました。さらに重要なのは、
チームは、これらのアルゴリズムによって、試験時間を
増加させるにもかかわらず、試験対象の全体的な有効
性に及ぼす影響がごく限られている試験基準を排除し
て、治験実施計画を最適化する方法を調査しています。

現在、このコラボレーションにより、患者はメリットが 
得られる治験に参加できる可能性が高まっています。 
また、将来的には、特定の症状に対して最大のメリット
がもたらされるように治験計画が最適化されます。治験
の期間を短縮することができ、ソリューションを迅速に
市場に投入できます。

インテルは、 
Gartner の Top 
Ten Supply 
Chain に 6 年 
連続で選出され
ました。

トップ
10
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成功の積み重ね:  
持続的な成果

インテリジェンスの拡大 = 機会の増加
AI はインテル全体に拡大しています。インテル IT 部門
は、AI の可能性を支持し、その実現への取り組みを続け
ています。また、インテルのビジネス部門と連携して、 
ビジネスの成長を促進し、効率を高める方法の具体例
を提供していきます。私たちはこれらの取り組みの中心
にいます。最近、コグニティブ・ラーニング用の 3 番目の
コンピューティング・スタックの立ち上げを含む計画で、
マシン / ディープラーニング・トレーニング機能を開始
しました。近い将来、インテルのスマート・ファクトリーに
産業用 AI プラットフォームも提供する予定です。 
データレイクの作成から価格設定の最適化まで、あらゆ
る場所に AI を組み込むインテル IT 部門の取り組みを
示すより多くのユースケースを、年間を通じて提供して
いきます。

クラウドの確かなアプローチ 
インテルのハイブリッド・クラウド戦略は、インテルでの
デジタル・トランスフォーメーションを真に実現する 
ために必要な柔軟性、スケーラビリティー、可用性、 
パフォーマンスを提供します。私たちは、このアプローチ
がセキュリティー・ポリシーと緊密に連携するようにし
ています。

インテル IT 部門は、ホスティングの場所の選択を自動
化し、その場所がセキュリティーとレイテンシーの 
ニーズを満たしていることを確認しています。基幹業務
アプリケーションのオーナーはデータの安全性を確認
する責任がありますが、IT 部門と協力して適切な制御も
確保し、維持しています。

私たちは、安全なクラウド・ソリューションの実現を成功
させるために、次のことに注力する必要があることも 
認識しています。

• セキュリティーを強化するテクノロジーへの投資、 
データ保護、検出機能、アクセス制御、ログと監視、 
およびネットワークとエンドポイントの保護の提供。

• 明確に定義されたサービス・プロバイダー評価プロ 
セスと、コンプライアンスの監視、インシデント対応、
および監査のプロセスの順守。

• 競争力のある独自のオンプレミス・データセンターの
運営 (必要な場合)。

このハイブリッド・クラウド戦略と厳格なセキュリ 
ティー・プロセスの結果として、適切に制御された適切な
場所に適切なワークロードを配置できます。これにより、
効率が向上し、イノベーションにより多くの力を注ぐ 
自由が得られます。

将来の職場の構築
インテルでデジタル・トランスフォーメーションを実現 
するためのこれまでの勢いを維持し、未来に向けて 
前進させる方法は 1 つしかありません。それは、従業員
が関与することです。関与していない従業員は、効率的
でも革新的でもなくなり、彼ら (そしてインテル) は能力
を発揮できなくなります。2019 年のインテルの最大の 
焦点が、さらに権限を与えられた職場の構築であるのは
そのためです。

2018 年に実施された調査で、従業員は私たちが提供し
てきた以上のものを求めていることが明らかになりま 
した。従業員は、インテルが顧客に提供している最先端
のテクノロジーと IT 部門が従業員に提供しているテク
ノロジーにギャップを感じており、さらなる改善が可能
です。私たちのビジョンは、このギャップを解消し、職場
をさらに最新化して、従業員を引き付ける力を強化し、
従業員の定着率とエンゲージメントを高めることです。
これにより、インテルのデジタル競争力とコラボレー 
ションが向上します。

IT 部門としては、まず、不可欠なものに焦点を合わせて
さらに優れた従業員体験を実現し、次に、従業員の創造
性と生産性に対する障壁を取り除く完全にパーソナラ
イズされた体験の提供に力を注ぎます。

IT による 
世界の変革
テクノロジーによる 
救助活動

ハリケーン・イルマとマリア
が、プエルトリコ島の 
ほとんどの地域から 
電力を奪った 1 年後の  
2018 年夏に、Intel 
Employee Service Corps 
(IESC) とインテル IT 部
門はプエルトリコの被災
地の再建を共同で支援し
ました。

インテル IT 部門と IESC 
は、電力と接続の復旧に 
役立つテクノロジー・ポッド
の開発、テスト、導入に注力
しました。このポッドは、 
インターネットへの接続、 
デバイスの充電、FEMA へ
の支援の要請など、地元の
人々のごく基本的なニーズ
をサポートします。

プエルトリコを最初に訪れ
たとき、グループは各地の
詳しい調査、衛星アップリ
ンクと Wi-Fi* のテスト、 
地方自治体職員との仕事
上の関係の構築という最
も重要な仕事に専念しまし
た。チームの目標は、 
2019 年を通してテクノロ
ジー・ポッドの設計を繰り 
返し行い、改善すること
です。

詳細情報
ホワイトペーパー: インテル  
IT 部門のマルチクラウド戦略:  
ビジネスに焦点を当てる
ホワイトペーパー: Data Center 
Strategy Leading Intel’s 
Business Transformation  
(英語)

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/intel-its-multi-cloud-strategy-is-focused-on-the-business-paper.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/intel-its-multi-cloud-strategy-is-focused-on-the-business-paper.html
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https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html


インテルは心躍る時代を迎えています。インテル IT  
部門は会社を急速に成長させ、変革しています。私たち
はリーダーシップを発揮して、革新的なソリューション
とサービスによって変革を迅速に実現できる立場にあり
ます。新しい最新化された運用モデルにより、ビジネス 
部門とより戦略的に関わり合ってきたことで、ソリュー 
ションやサービスをより迅速かつ確実に彼らに提供し 
やすくなりました。データ、AI、ML に重点を置くことで、 
インテルに大きな価値をもたらす革新的なソリュー 
ションを開発できるようになります。また、優れた従業員

体験を開発し、提供することを目指して、デジタル体験を
よりパーソナライズすることに注力しています。 
インテルの成長と変革への取り組みが続く中で、IT 部門
はこの最新情報で紹介したさまざまな機能の改善も 
重ねていきますが、インテルのビジネスと製品の変革お
よびイノベーションへの取り組みに徐々に重点を移して
いきます。あなたの組織ではどのような目標を設定し、 
どのような未来を目指していますか？ご意見、フォローを
お待ちしています。

現実となる未来の 
ソリューション

intel.com/IT 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。最新情報
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。詳細情報

「インテル IT 部門は、インテルのデジタル企業への変革を支援する 
唯一の立場にあります。」 – インテル CIO

Paula Tolliver

本書に記載されている情報は一般的なものであり、具体的なガイダンスではありません。推奨事項 (潜在的なコスト削減など) はインテルの経験に基づいており、概算にすぎません。 
インテルは、他社でも同様の結果が得られることを一切保証いたしません。本資料に掲載されている情報は、インテル® 製品およびサービスの概要説明を目的としたものです。本資料
は、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスも許諾するものではありません。製品およびサービスに付属の売買
契約書『Intel's Terms and Conditions of Sale』に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責任を負うものではなく、またインテル® 製品およびサービスの販売や使用に関す
る明示または黙示の保証 (特定目的への適合性、商品適格性、あらゆる特許権、著作権、その他知的財産権の非侵害性への保証を含む) に関してもいかなる責任も負いません。

インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。

記載されているコスト削減シナリオは、指定の状況と構成で、特定のインテル® プロセッサー搭載製品が今後のコストに及ぼす影響と、その製品によって
実現される可能性のあるコスト削減の例を示すことを目的としています。状況はさまざまであると考えられます。インテルは、いかなるコストもコスト削減
も保証いたしません。実際の性能はシステム構成によって異なります。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。 
詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、support.intel.com/ を参照してください。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Unite は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
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