
概 要

競争力の維持を目指す BMW Group にとって、内容の濃い顧客エンゲージメントを通じた迅速
な収益増加は不可欠なものです。 顧客体験を強化する革新的な車内アプリやその他のクラウド
専用アプリケーションの実現を可能にするのは、アジャイル開発やセルフサービス・プロビジョニン
グをサポートする機敏な IT 環境のみです。

2014 年後半、BMW Group は自社所有のプライベート・クラウドを OpenStack* と業界標準の
インテル® ベースのハードウェアに基づくオープンなソフトウェア・デファインド・インフラストラ
クチャー（SDI） で拡張しました。 OpenStack* の導入環境は、わずか半年で運用可能になり、効
率性、俊敏性、プラットフォームの可用性が向上しました。 SDI は、自社所有のクラウドと比べて
俊敏性に優れており、BMW はイノベーションを通じてビジネスの成長をさらに推進することが可
能になりました。 

BMW は、OpenStack* 環境のメリットとして次のような点を挙げています。

•  広く認知され、受け入れられているコントロール API

•  拡大し続けるサポート対象テクノロジーのエコシステム

•  継続的に強化される OpenStack* モジュール

•  非常に多くのオートメーション ・ システムやオーケストレーション ・ システムで管理可能な
OpenStack* コンポーネントの機能 

OpenStack* の性質により、 OpenStack* エコシステムを継続的に強化し続ける業界のサポー
トを受けられるため、 BMW は自社のリソースをアプリケーション開発に集中させることができ
ます。

SDI を備えたオンプレミス IaaS プラットフォームの俊敏性は、さまざまなユースケースで威力を
発揮します。 BMW の社内ユーザーの大半が、オフプレミスでのサービス開発にはプライベート・
クラウドが適していると確信しています。 これまでに、 BMW のアプリケーションに関わる 50 を
超える開発者、テスター、部署が、BMW で SDI を活用しています。

BMW の OpenStack* 導入環境は、業界標準のオンプレミス Infrastructure as a Service（IaaS） が
俊敏性の確保と自動化に役立つこと、その結果としてビジネス・イノベーションが促進され、運用効率
が向上することを示しています。
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提供し、さまざまなユースケースをサポートします。
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ビジネス課題

ビジネスの成長にはイノベーションが必要で、イノベーションには俊敏
性が不可欠です。 BMW Group では、 車内外の顧客体験を強化するク
ラウド専用アプリケーションの開発など、高度なテクノロジーを利用し
て、 収益の拡大を促進しています。 その一方で、 自社所有のインフラス
トラクチャーをベースとした既存のプライベート・クラウドが次のよう
な理由から不適切であることに気づきました。

•  自社所有の API により、 インターフェイス開発が遅れ、 基盤となるフ
レームワーク内での規格作成が困難になる。 

•  アプリケーションが、動作環境によっては計画どおりに機能しないこ
とがある。

•  社内メンテナンスにかなりの時間、コスト、人材が必要になる。

BMW のシニア・ソリューション・アーキテクトであるアンドリアス・ペ
シュル氏は、 このような欠点が BMW のビジネスの俊敏性を大幅に損
なっていたと振り返ります。 開発者はアプリケーションを迅速に開発で
きず、IT 部門はリソースを開発者に素早く提供できなかったのです。 ビ
ジネス速度を向上させるため、 同社は俊敏なオンプレミス IaaS のサ
ポートを可能にするソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャー
（SDI） の導入を決定しました。

ソリューション

BMW のクラウド・コンピューティングに対する SDI ベースのアプロー
チは、 OpenStack* と業界標準のインテル ® アーキテクチャーに基づ
いています（図 2）。 ペシュル氏は、 自社所有のプライベート・クラウド
によってもたらされたビジネス成長に対する障害要因が SDI によって
直ちに緩和されると指摘します。

•  OpenStack* の API は、広がり続ける大規模なテクノロジー ・エコシ
ステムによってサポートされており、開発者が各アプリケーションに
固有のインターフェイスを作成する必要がない。

•  同じ API が複数の運用環境で標準になっていて、アプリケーションの
安定性と信頼性に好影響を与えている。

•  OpenStack* の純粋な IaaS ソリューションにより、インフラストラク
チャー ・リソースの管理と維持が容易になり、多くのオートメーション・
システムやオーケストレーション・システムとの互換性が確保される
ため、メンテナンスにかかる労力とコストを削減できる。

BMW Group では、OpenStack* のセルフサービス IaaS デリバリーに
より、 インフラストラクチャーの制限や手動操作を回避でき、 クラウド
専用アプリケーションの開発がスピードアップすることにも気づいて
いました。 高度にモジュール化された環境では、新テクノロジーの登場
に合わせて絶えず強化される便利な基盤インフラストラクチャーを実
現できるのです。

データセンター全体を再設計せずに SDI の拡張性と柔軟性を最大
限に活用するために、 BMW では、 従来の IT インフラストラクチャー
に付属する形で OpenStack* の導入環境を構築しました。 これによ
り、 従来のプロセスは従来のインフラストラクチャーで実行する一方、
OpenStack* の利用は「クラウドベースの開発」 に適したワークロード
に集中させることができます。 該当するワークロードには、 拡張性、 自
動化されたインストールと構成、 中核概念である再展開可能といった
特徴があります。 このようなワークロードは、SDI が備える、基盤インフ
ラストラクチャーを管理する API の提供や、 要件の素早い変更と迅速
な展開を可能にする柔軟性を活用します。

ソリューション・アーキテクチャー

OpenStack* をベースとする SDI は、コンピューティング / ストレージ /
ネットワークのコンポーネントで構成され、 これらが一体となってさま
ざまなユースケースをサポートします。 また、必要に応じて規模を簡単
に拡大縮小することができます。

BMW Group の SDI は、次のコンポーネントで構成されています。

•  コンピューティング：インテル® Xeon® プロセッサー搭載サーバー。
それぞれに 40 個の物理コアと 450 GB のメモリーを備えています。

•  ストレージ：インテル® Xeon® プロセッサー搭載サーバーの Ceph*
ス ト レ ー ジ。 BMW で は、 各 SAS サ ー バ ー に 2 つ の SATA 対 応
インテル® Solid-State Drive データセンター ・ファミリーも使用し
ています。 ソリッドステート・ドライブはジャーナリングに使用され、
ディスクへの書き込み速度の向上に貢献しています。

•  OpenStack* 製品：BMW では、SUSE* OpenStack* Cloud の社内
ユーザーの OpenStack* インスタンスに対するニーズが高く、 特に、
継続的な統合、動的な車内アプリケーション向けサーバーサイド・エン
ジン、ビッグデータ分析が求められています。 

BMW Group では現在、現行の環境を拡張するため、新しいハードウェ
アを注文したり、ソフトウェアを準備しているとペシュル氏は語ってい
ます。

インテルのテクノロジーが 
OpenStack* 導入環境の稼動を支援

インテルは、あらゆる企業がオープン・クラウド・コンピューティングを
実現できるように取り組んでいます（サイドバー「クラウド導入の促進
に取り組むインテル」 を参照）。 この目的を達成するために、インテルの
担当者は BMW などの企業と連携し、OpenStack* プロジェクトの立ち
上げを支援したり、情報を共有しています。

インテル® テクノロジーは、 図 3 に示すように、 OpenStack* の SDI 導
入環境のあらゆる層で重要なコンポーネントにもなっています。

BMW Group における OpenStack* の成果と重要ポイント

BMW Group が OpenStack* プロジェクトを開始したのは 2014 年
10 月。 SDI を使用してクラウド専用アプリケーションの開発を促進し、
新たな収益源を軌道に乗せることが目標でした。 BMW の開発者コミュ
ニティーは、SDI の拡張性と柔軟性に、非常に好意的な反応を見せてい
ます。 BMW は、今後、OpenStack* の導入環境の拡張と拡大で得た教
訓を生かして、イノベーションと収益拡大をさらに促進する予定です。
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図 2. OpenStack* によって実現するソフトウェア・デファインド・
インフラストラクチャーは、アプリケーション開発、自動テスト、ビッ
グデータ分析などさまざまなユースケースに対応する、拡張性と信
頼性に優れた環境を実現します。 コンピューティング / ストレージ /
ネットワークの各サービスが共有され、最適化されます。 業界標準
のハードウェアは、移植性を確保し、コスト管理に役立ちます。
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俊敏な環境により、社内ユーザーによるプライベート・クラウド
の利用を促進

稼動開始以降、 50 人もの新しい社内開発者とその他のユーザーが
BMW の OpenStack* 導入環境でプロジェクトを開始しており、 一部
のユーザーは、 60 もの異なるインスタンスを利用しています（図 4 を
参照）。 BMW では、SDI を採用する以前、アプリケーション開発者がク
ラウド専用アプリケーションの開発にオフプレミスのパブリック・クラ
ウド・ソリューションを使用する傾向がありました。 これは場合によっ
ては、俊敏性、セキュリティー、コスト面の問題につながることがありま
す。 OpenStack* 環境の評判が広まるのに伴って、 BMW の IT 部門は、
OpenStack* ベースの開発環境を求める社内ユーザーの増加を実感し
ています。

BMW では、 社内コミュニケーションを通じて社内ユーザーとつなが
り、 マーケティング・イベントを開催して、 OpenStack* 環境に最適な
ワークロードの種類に関するトレーニングをユーザー向けに実施しま
した。 最近では、 BMW 初の社内クラウドサミットも開催しています。
OpenStack* のユースケースに焦点を当てて活発に情報をやり取りす
る協力的なコミュニティーを組織して、新しい SDI 機能の情報を伝える
ことで、BMW ではクラウドに適したワークロードの特定や優先順位付
けも可能になっています。

重要なポイント

BMW は、OpenStack* の導入から学んだ重要ポイントをいくつか挙げ
ています。

•  何よりも知識が重要である：プロジェクトの特定の分野を実行する
には、 社内にも知識と十分なリソースが必要です（DNS の統合や知
的財産の管理など）。 企業は、社外のシステム・インテグレーターだけ
に依存することはできません。

•  従来のワークロードとクラウド・ワークロードを常に区別する：クラ
ウドは、 すべてのワークロードに適しているわけではありません。 ク
ラウド・インフラストラクチャーでプロジェクトを実行するだけでは
不十分です。 インフラストラクチャーを効果的かつ効率的に活用する
必要もあります。

•  最初にビジネス価値とビジネスサポートを確立する：明確なメリット
と上層部からの賛同がなければ、どんなプロジェクトも苦戦する可能
性が高くなります。

•  重点を置くのはテクノロジーでなくユースケースである：OpenStack*
は、 新しい概念とユースケースをサポートするベース・フレームワー
クです。 従来のインフラストラクチャーやワークロードの一時的な代
替策ではありません。 OpenStack* テクノロジーを検討する際は、ワー
クロードとプロセスの確認、分析、優先順位付け、実際の実行に合わ
せて考える必要があります。

•  新規事業の立ち上げと同様 — ユーザーとともに成長、発展する：確
立しているプロジェクト管理アプローチが、全く新しいパラダイムを
ベースとしたプロジェクトに適していない場合、または融通が利かな
い場合もあります。 BMW の OpenStack* プロジェクトの初期には、
機能などに関する俊敏なフィードバック・ループが役立ち、 プロジェ
クトが迅速に進展しました。

図 3. さまざまなインテル® テクノロジーが、ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャーとワークロードの最適化をサポートして、
OpenStack* 導入環境を強化します。

図4. BMW では、OpenStack* 環境に対する関心が急速に高まり、
開発者、テスター、その他の BMW プロジェクト・リーダーが新しい
開発環境の俊敏性と拡張性を実感しています。 
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•  疑問を持つことを忘れない：OpenStack* は一部のユースケースに
おいて有益ですが、 従来の IT アプローチのほうが適しているユース
ケースもあります。 OpenStack* の使用自体が最終目的ではありま
せん。 OpenStack* が常にビジネスの成功に寄与しなければ意味が
ありません。 

•  社内ユーザーと密接にやり取りする： IaaS は、 ワークロードに関わ
る人を無視したり軽視したりするわけではありません。 特にクラウド
の立ち上げ時は、ユースケースや要件、要望について、社内ユーザー
になる可能性がある人々と話し合うことが重要です。 このような会話
から、 適切なワークロードを選択したり、 新しいユースケースを見つ
けることが可能となり、OpenStack* の導入による高いビジネス価値
を維持できます。

まとめ

俊敏性を向上させることで、 OpenStack* に組み込まれた SDI と業界
標準のインテル® アーキテクチャーがイノベーションの障壁を取り払い、
企業は新しい収入源を追求できます。 その他にも、 運用コストの削減、
セキュリティーやデータの制御強化、可用性の向上などのメリットが得
られます。 車内アプリケーションの開発をほぼ毎日継続し、わずか 1 分
のダウンタイムでも多大な損失につながりかねない BMW Group のよ
うな企業では、 SDI と OpenStack* から得られる俊敏性が真価を発揮
します。

BMW は、 今後数年間にわたり、 SDI 環境で実行するユースケースや
ワークロードの数を増やし、クライアント・ベースのソフトウェア・デファ
インド・ネットワークを通じて SDI をさらに導入していく予定です。 つまり、
BMW は OpenStack* と業界標準のハードウェアをベースとした SDI
で「自動車業界の先を行く」 のです。

インテルとクラウド・コンピューティングの詳細については、 
http://www.intel.co.jp/cloud/ を参照してください。

1  Ceph* は、分散型クラスターにオブジェクト、ブロック、ファイルストレージを提供するオープンソース・プロジェクトです。 高度なパフォーマンス、信頼性、拡張性を実現します。 シリアル接続 SCSI（SAS）
とシリアル ATA（SATA） が、一般的に使用されているデータ転送プロトコルです。

  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。 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、http://www.intel.co.jp/ を参照し
てください。
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•  適切な製品を選び、 販売業者と強力な関係を確立する：安定性とサ
ポートを確保するには、OpenStack* のコンポーネントを独自に組み
立てて統合するよりも、市場に流通している製品を使用したほうが得
策です。 QA や統合に対処する OpenStack* 製品がいくつかあるので、
そのした製品を採用すれば、 企業が OpenStack* 統合の複雑さに直
面することは少なく、クラウドの導入やビジネス成果に集中できます。 

•  適切なレベルでプロセスを統合する：従来のレベルのプロセス統合
は、 動的なワークロードに影響を与えかねません。 OpenStack* は、
ほぼ自動化されたマスター ・オーケストレーターとして、また、俊敏性
の最適化を目的に設計されています。 初期段階でも、ワークロードが
増加した場合も、 俊敏性に対する短期ニーズとプロセスに対する長
期ニーズの間で適切なバランスを見つけることが、プロジェクトの成
功につながります。

クラウド導入の促進に取り組むインテル

インテルは、ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャー
（SDI） がビジネス価値を引き出し、 効率性と信頼性を高める
と確信しています。 OpenStack* プラットフォームはオープン
SDI の基盤となります。

2015 年 7 月、 インテルはインテル ® Cloud for All イニシア
チブを開始しました。 目標は、 あらゆる人がクラウド・テクノロ
ジーを利用できるようになることと、 数万規模の新しいクラウ
ドを実現することです。 この目標を達成するために、導入しやす
い企業向けクラウド・インフラストラクチャー ・ソリューション
の開発に多大な投資を行っています。 この投資は、テクノロジー
とイニシアチブ、戦略的パートナーシップ、標準の開発という 3
つの分野が主な対象になっています。

インテルは、業界と協力してユーザー向けに最適化したさまざ
まな種類のクラウド・ソリューションを提供し、業界全体にクラ
ウド・ソリューションを提供する幅広いパートナー ・エコシステ
ムをサポートしています。 テクノロジー分野におけるインテル
のリーダーシップは、次世代のクラウド・ソリューションに必要
なパフォーマンス、信頼性、管理、セキュリティーを実現します。

インテルでは、あらゆる種類のワークロードに最先端のシリコン
を提供すること、SDI を効率化して導入しやすくすること、業界
と協力して障害を取り払い導入拡大を可能にすることを基本
戦略としています。

詳細情報

次のリソースも参照してください。

•  OpenStack* ソフトウェア：http://www.openstack.org/
（英語）

•  ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャー入門ビデオ：  
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/data-center/
software-defined-infrastructure-101-video.html

•  イ ン テル の SDI ビ ジ ョ ン ： ht tp://w w w.intel .com/
content/www/us/en/switch-silicon/software-defined-
infrastructure-sdi-infographic.html（英語）
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