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アプリケーション・プロファイリングから分かる 
インテル IT 部門の進化型ハイブリッド・クラウド戦略

概 要
従来のアプリケーション・コーディング指向のアプローチでは、基盤となるコンピューティング・
スタックに重点を置く必要がありました。 現在はクラウドベースのサービスが普及したおかげで、
このような従来の「インフラストラクチャー ・アップ」型モデルよりも「アプリケーション・ダウン」
型アプローチが主流になっています。 インテル IT 部門では、パブリック・クラウド・ソリューション
とプライベート・クラウド・ソリューションの両方を主要ワークロードに活用するというハイブ
リッド・クラウド戦略への取り組みとして、社内でのアプリケーションの開発 / アクセス手法を一
新させています。 インテルの IT チームは社内で利用されるすべてのアプリケーションを評価する
ことで、各アプリケーションに最適なホスティング環境を判断しています。 さらに、開発者向けに
特化したトレーニング・プログラムを実施し、 旧式のアプリケーションがクラウドサービスを利
用できるように再設計する方法を指導しています。 各ワークロードを「適切な」場所でホスティン
グすることで、変化の激しい社内環境での優れた俊敏性の実現、コストの大幅な削減、開発サイ
クルの短縮といったメリットが得られます。

課 題
インテルのようなグローバル企業は、 日々さまざまなニーズに応えるうえで、 アプリケーション
のスコアを重視しています。 インテルの IT チームは、従業員、パートナー、顧客によるアプリケー
ションへのアクセス状況と、各アプリケーションがもたらすビジネス価値を継続的に評価しなけ
ればなりません。 ユーザーの使い勝手と稼動率の高さは重要な考慮事項です。 「インテルで現在
使用されているほとんどのアプリケーションは、 製造、 エンジニアリング、 ラボ、 オフィス & エン
タープライズ、そしてインテルと顧客やパートナーをつなぐアプリケーションという、組織別に分
かれた『5本の柱』 のいずれかに分類されます」 と、インテル IT 部門のソフトウェア・デファインド・
インフラストラクチャー ・グループ責任者、Chris Sellers は言います。 この幅広いワークロード
を最適化するには、インテル IT 部門は、アプリケーションの最新化に割り当てる開発者リソース
のバランスを取り、 アプリケーションごとに最も費用対効果の高いホスティング方法（オンプレ
ミスかクラウドか） を判断する必要があります。 過去の開発手法では、リソースのネットワーク化
やストレージなどの考慮事項により、 「インフラストラクチャー ・アップ」型のアプローチが取ら
れていました。 クラウドサービスは、開発者が「アプリケーション・ダウン」型のプログラミング・
モデルを採用するという新たな機会を生み出しました。

Anything as a Service（XaaS） を完全に受け入れることは、 企業の開発者にとって一大変化
です。 Sellers はこの課題について、 「インテルでは、 アプリケーションの作成方法を一新させる
必要がありました。 社内の開発者の多くは、最新のクラウド専用アプリケーションの作成経験が
ありませんでした。 しかし、どの開発者もクラウド専用アプリケーションのメリットを理解すると、
新しいアプローチを受け入れてくれます」 と述べています。

「インテルでは、アプリケーションの作成方法

を一新させる必要がありました。 社内の開発

者の多くは、 最新のクラウド専用アプリケー

ションの作成経験がありませんでした。 しかし、

どの開発者もクラウド専用アプリケーション

のメリットを理解すると、新しいアプローチを

受け入れてくれます」

–  インテル IT 部門 
ソフトウェア・デファインド・ 
インフラストラクチャー ・グループ責任者 
Chris Sellers



2

導入事例  |  アプリケーション・プロファイリングから分かるインテルIT部門の進化型ハイブリッド・クラウド戦略

なメンテナンス、 フェイルオーバーに備えた冗長システム構成が必要
です。 クラウド・サービス・ベースのソリューションによって、こうした費
用を削減できると同時に、 エンドユーザーの使い勝手を向上できるの
であれば、社内の長期的なメリットを考慮してアプリケーションの再設
計を選択します」 と、Sellers は言います。

 ホスティング決定を左右する可能性のあるその他の評価基準には、
ガバナンス、パフォーマンス、セキュリティーなどの要件が含まれます。
パブリック・クラウドに移動すべきでないアプリケーションは、 現行の
ホスティング環境に残します。 「高い利用率やデータ帯域を必要とする
ワークロードの場合、 パブリック・クラウドは理想的なソリューション
とは言えません。 例えば、弊社のハイパフォーマンス・コンピューティン
グ （HPC）半導体設計ワークロードは、 社内のプライベート・クラウド
上に置くのが最適だと立証されています」 と、Sellers は述べています。

補足的な開発者トレーニング
開発者への継続的なトレーニングは、 インテル IT 部門がアプリケー
ションの最新化を成し遂げるために不可欠です。 各コースでは、クラウ
ド専用のアプリケーション・コーディングに必要な最新のツール、プロ
グラミング手法、開発言語、セキュリティー上の考慮事項について学習
できます。 トレーニングでは、 インメモリー ・データベースや高度分析
などの「ビッグデータ」関連の考慮事項も扱っています。

Database as a Service
トレーニング・プログラムのほかに、インテル IT 部門ではプライベート・
クラウドの Database as a Service（DBaaS） も導入しました。 これは、
開発者が開発標準を適用し、災害復旧が必要な場合に備えてフェイル
オーバー機能を組み込み、 できる限り高性能なアプリケーションを作
成するうえで役立つツールです。 この DBaaS システムは現在 900 種
類以上のアプリケーションをサポートしており、その数は今も増え続け
ています。

結 果
インテル IT 部門によるアプリケーション最適化の 3 カ年計画は、現在
のところ、その第 1 段階が完了しています。 各アプリケーションに最適
なホスティング環境が判別された結果、第 2 段階では、ビジネス価値を
生み出すために、アプリケーションの再利用と再プラットフォーム化を
行う必要があります。

こうして生まれたクラウド専用のモバイル ・ アプリケーションには、
即効性のあるメリットと長期的なメリットの両方があります。 第 3 段階

ソリューション

アプリケーションの評価
今日の Software as a Service（Saas）、 Infrastructure as a Service
（IaaS）、 Platform as a Service （PaaS）、 Container as a Service
（CaaS） の普及は、 ソフトウェアを再設計する大きな機会となってい
ます。 Anything as a Service（XaaS） の可能性を受け入れると、 クラ
ウドベースのホスティング・サービスによって最新アプリケーションの
使い勝手や効率性を大幅に向上できるうえに、開発者には設計の柔軟
性が向上する、 コーディング・プロセスが簡素化されるといったメリッ
トもあります。

インテル IT 部門では、2010 年に初めてエンタープライズ・レベルのプ
ライベート・クラウド・ソリューションを採用しました。 この投資はすぐ
に成果を生み、 約 350 種類のアプリケーションがクラウドサービス対
応にアップグレードされました。 この成功をきっかけに、 社内で利用し
ているすべてのアプリケーションを精査するという大規模な取り組み
が始まりました。 「このアプリケーション合理化プロセスはアプリケー
ション・ポートフォリオ管理とも呼ばれ、 各アプリケーションをビジネ
スニーズの観点とワークロード配置の観点から評価するものです」 と、
Sellers は説明します。

アプリケーション・プロファイリング
まず最初に、 2,000 種類以上のアプリケーションを精査する必要があ
りましたが、 それには Sellers のチームが社内開発した「アプリケー
ション ・ プロファイリング ・ ツール」 が役立ちました。 このツールは、
2 つの単純な質問に照らし合わせてアプリケーションを選別します。
その質問とは、 「そのアプリケーションからビジネス価値が得られてい
るか？」 と、 「そのアプリケーションを改良すれば、割り当てられたリソー
スをより有効活用できるようになるか？」 です。

最初のテストに不合格だったアプリケーションは、廃止に向けたフェー
ズアウト （段階的廃止） が計画されます。 一方、 両方の基準をクリアし
たアプリケーションは、インテル IT 部門のプリンシパル・エンジニアに
よってさらに精査されます。 そして、再設計によってパブリックまたはプ
ライベート・クラウド・ベースのプラットフォームのメリットが得られる
可能性のあるアプリケーションは、 再設計の対象として認められます。
「すでに『適切な場所』 でホスティングされているアプリケーションにつ
いては、 メンテナンスを中心に行います。 一方、 『不適切な場所』 にあ
るアプリケーションについては、場所を移す計画を立てます。 物理的な
サーバー ・インフラストラクチャーには、ハードウェアへの投資、継続的

図 1. インテルでは標準的なアプリケーション合理化プロセスに従って、アプリケーションを移行するかどうかを判断している。
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将来に対応
インテルの段階的取り組みはすでに大きなメリットを生んでいますが、
広範囲なアプリケーション評価プロセスと必要に応じた再設計は継続
的な課題です。 現時点では最適なホスティング環境に置かれているア
プリケーションも、今後のサービスやテクノロジー次第では、ホスティン
グをやり直した方がさらに良い結果を得られる可能性も生じます。

 Sellers はハイブリッド・クラウド・ソリューションがさらに成熟すると
考えており、彼のチームはすでにそのための準備を進めています。 「次の
ステップではもう 1 段進んで、より大きなアプリケーションを機能ごと
に細分化する予定です。 これらの機能は、パブリック・クラウドとプライ
ベート・クラウドのどちらに置かれているかに関係なく使い始めて、 ア
プリケーションの必要に応じてまとめることができます。 こうした移行
計画は、 業界の立場から見れば成熟した次なる段階ですが、 インテル
IT 部門にとってはすでに見据えている目標と言えます」

ソリューションのまとめ
アプリケーション開発にハイブリッド・クラウド戦略を採り入れることで、
インテル IT 部門は多くのメリットを得ました。 第 1 段階では、社内の各
アプリケーションを分析するためのツールを社内開発しました。 この取
り組みにより、各アプリケーションが今後も業務に必要かどうか、必要
な場合は、 より効率的で費用対効果の高いクラウドベースの XaaS ホ
スティング向けに再設計できるかどうかを判別しました。 開発者には、
クラウド用に最適化されたコーディングに関する継続的なトレーニン
グを実施しています。 これにより、今後も長期的に使える最新のアプリ
ケーションが短期間で開発されるでしょう。 クラウドサービスは今後も
進化し続けるため、インテル IT 部門はアプリケーションの再評価を定
期的に行い、 各アプリケーションが最適なホスティング環境にあるか
どうかを確認していく予定です。
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もまもなく始まります。 インテルの IT チームは、1 年をかけて、すべての
アプリケーションを「適切な」場所でホスティングする予定です。 その
結果、次のようなメリットが得られると期待しています。

コスト・パフォーマンス
物理的な IT インフラストラクチャーには、 事前の資本支出、 継続的な
管理サポート、ハードウェアとソフトウェアのメンテナンスが必要です。
インテルでは、クラウドベースのサービスオプションで適切なアプリケー
ションを実行することで、柔軟な従量課金制のコスト構造をもたらすク
ラウドベースのホステッド・プラットフォームなど、コスト面のメリット
を得ています。 この戦略とともに、 よりミッション・クリティカルなワー
クロードやコンピューティング負荷の高いワークロードは社内のプラ
イベート・クラウドに置くことで、 データセンターの全体的な効率性を
高めています。

俊敏性
プライベートまたはパブリック・クラウド・ベースのエンタープライズ・
ホスティングは、 インテル IT 部門によるメンテナンスがほぼ不要な、
安定性した環境を実現します。 さらに、 組込みフェイルオーバー機能と
冗長構成により、ミッション・クリティカルなワークロードを各地のデー
タセンターに分散させることが可能になります。 ダウンタイムが発生す
ると、 業務に多大な支障をきたし、 多額の損害が生じる可能性があり
ます。 クラウドベースのホステッドサービスで重要なアプリケーション
にシステム障害が発生した場合は、 直ちにフェイルオーバーが行われ
るため、ユーザーが障害の発生に気付かないことさえあります。 結果的
に、インテル IT 部門のハイブリッド・クラウド・アプローチと、このアプ
ローチによって実現されるクラウド専用アプリケーションならば、グロー
バル規模で一貫性の高いユーザー体験を実現できます。

開発者スキルの最大化
クラウドサービスを活用した「アプリケーション・ダウン」型のモデルな
らば、 選択肢が 1 つしかないホスティング・シナリオに縛られずに済み
ます。 また、アプリケーションの開発期間を短縮し、アプリケーションの
移植作業を簡素化することもできます。
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