
クラウド・ 
インフラストラクチャーの
オーケストレーション 
事例
インテリジェントな自動リソース・プロビジョニングは 
ビジネスの俊敏性をどのように実現するか
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では、オーケストレーションが
データセンター全体の高レベル
なインテリジェンスを担います。
これに用いるポリシーエンジン
は、プラットフォームとアプリ
ケーション・テレメトリー・デー
タを利用してインフラストラク
チャーの稼動率を高め、アプリ
ケーションのパフォーマンスを
加速し、データセンターの一元
的な監視を可能にします。

現在、市販されているオーケス
トレーション・プラットフォー
ムでは、リソースプール全体で
クラウドネイティブなワーク
ロードとレガシー・ワークロー
ドをポリシーによって管理、移
動できます。それにより、サービ
ス要求を利用可能なリソースに
割り当てたり、物理環境や仮想
化環境の健全性を監視すること
が可能になります。最も重要な
のは、オーケストレーション・プ

クラウドで「非常に成功している」
と感じている企業の64%が、クラ
ウド・オーケストレーションを導
入しています。²

ラットフォームが学習内容を蓄
積して、その後の判断の精度を
高める点です。

データセンターにおいて動的な
アプリケーションへの対応の比
重が増していく中で、さまざま
なサービスクラスや関連する
サービスレベル・アグリーメン
ト（SLA）に対処できる適切なレ
ベルのパフォーマンスとインフ
ラストラクチャー能力を管理し、
提供することが重要です。
 
オーケストレーションによって、
次のことが可能になります。

•  特定のサービスに合わせて、ワー
クフローを接続し、自動化します。

•  構成、キャパシティー、計測、
チャージバックを管理します。

•  インフラストラクチャーとアプリ
ケーションのパフォーマンスと可
用性を追跡し、報告します。

•  システムとアプリケーションの
健全性を監視します。

•  セキュリティーの脅威とセキュ
リティー・ポリシーの準拠状態を
監視します。

• 有効な対策を取ります。
•  問題の可能性を早期に予測し 
ます。

オーケストレーション：
ソフトウェア・デファ
インド・インフラスト
ラクチャーへの移行
オーケストレーションは、デー
タセンターがソフトウェア・デ
ファインド・インフラストラク
チャー（SDI）へと踏み出すため
の重要な一歩となります。SDI
とは、アプリケーションと、アプ
リケーションが稼動する物理
ハードウェアとを分離し、ソフ
トウェアで全体を制御するとい
う考え方です。SDIは、自動化さ
れ、拡張性に優れたセルフサー
ビスのインフラストラクチャー
制御をデータセンター内に実現
することにより、クラウド・アプ
リケーションの迅速な提供を可
能にし、ワークロードの効率を
最大限まで高めます。SDI環境

イノベーション・エンジン 
としてのデータセンター

54%の事業部門の役員
（IT部門を除く）は、IT部門が業務
遂行の障害になっていると考えて
います。¹

すべてのCEOに共通する責務は、「ビジネスの成長」です。現代の
CEOにとって、これは、ビジネスのスピードアップに貢献するテクノ
ロジーやインフラストラクチャーに適切な投資をすることを意味し
ます。

経営幹部の人々は、競合他社より優位に立つためのテクノロジーに
注目する傾向がますます強くなっています。現在では、クラウド、デー
タ分析、IoTなどが収益向上やビジネスモデルの進化の新たな機会を
生み出しており、企業はこうした新たな環境で成功を収める方法を
模索しています。

これをチャンスととらえ、有望なアイデアを市場に迅速に投入し 
ながら、競合他社の脅威から逃れるためには、何が必要なので 
しょうか？

最新のインフラストラクチャーがビジネス
の俊敏性を高める
俊敏なビジネスを実現するためには、俊敏なインフラストラク
チャーが必要です。企業のデータセンターの大部分はいまだに
静的な専用システムを使用しているため、柔軟性や応答性に限
界があります。IT部門には、コストを抑えて生産性を上げること
ばかりが求められ、開発者やビジネスユーザーに対し、セルフサー
ビスによる俊敏性を提供する余裕はありません。

欠けているのは、データセンター全体でコンピューティング、 
ストレージ、ネットワークの運用を最適化して効率を高める能力と、
ビジネスのイノベーションに必要な柔軟性をもたらすクラウド・
アーキテクチャーです。
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オーケストレーションは、コンピューティング、ストレージ、ネット
ワーク・インフラストラクチャーでのインテリジェントなリソース
割り当てによって、コストを削減します。ソフトウェアを使用して、
サービスの動的なプロビジョニング、管理、調整を自動化することで、
人的な関与が減り、その分、迅速なサービス展開ができる場面が多く
なります。

リソースのプロビジョニングの精度が増します。例えば、適切な能
力を適切な地域に配分できます。オーケストレーションを導入する
ことで、ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャー全体
でグローバルなポリシーを設定できます。このポリシーにより、アク
セス要件に従ってアプリケーションを適切なストレージタイプで運
用したり、適切なネットワーク・レベルをプロビジョニングしてサー
ビスが必要とするネットワーク品質を確保したり、プロセッサーと
メモリーのリソースをアプリケーション要件に合わせて割り当てる
ことが可能になります。

オーケストレーションでは、クラウド・アーキテクチャーへのアクセ
スを確保することで、最終的にキャパシティーの管理も改善できます。
このクラウド・アーキテクチャーでは、複数のワークロードを制御し、
セキュリティー、パフォーマンス、ガバナンスのそれぞれで、必要な
レベルに合わせてポリシーを設定し、オンプレミスやオフプレミス
のクラウド・リソース・プールで動的にポリシーを運用できます。

らは、事業部門や企業の IT部門
にとって、インテル ® アーキテク
チャーの価値をさらに高めてい
ます。インテル ® ベースのプラッ
トフォームでは、テレメトリー・
データが明らかになるため、自
動化ツールやアプリケーション・
ソフトウェアでのプロビジョ
ニング、リソース割り当て、サー
ビスレベルの設定、サービスレ
ベルの品質に関する判断がより
明確になり、データセンターの
効率向上の要因となっています。

主要なテレメトリー関連テクノロ
ジーには、次のものがあります。

 •  インテル ® リソース・ディレク
ター・ テクノロジー（インテル ® 
RDT）（インテル® Xeon®プロセッ
サーE5-2600 v4製品ファミリー
で使用可能）は、オーケストレー

インテルのテクノ
ロジーが可能にす
るオーケストレー
ション
インテルのプロセッサーとソフ
トウェアによるイノベーション
は、拡大するソリューション・
ポートフォリオの基盤となり、
データセンターがSDIや動的な
ポリシーベースのオンデマンド・
サービスへと移行するのを支援
します。

インテルは、SDIベースのデータ
センター向けのワークロードに
最適化されたプロセッサーだけ
でなく、重要なプラットフォー
ム・テクノロジーやソフトウェ
ア機能も提供しています。これ

俊敏性と成長につながる道

30%がクラウド・オーケスト
レーションを使用しており、
51%が今後 12カ月以内の 
導入を計画しています。²

ションおよび自動化機能を提供
し、 共有のプラットフォーム・リ
ソース（L3キャッシュやシステム
メモリーなど）を、コンピュー
ティング、ネットワーク、 ストレー
ジ全体で動的に管理します。

•  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）（インテル ® 

Xeon®プロセッサー E5/E7ファ
ミリーで使用可能）は、仮想サー
バーが「既知の良好な状態」で起
動しているかどうかを測定し、検
証して、セキュリティーの自動化
とコンプライアンスの監視を実
現します。

•  インテル ® クラウド・インテグリ
ティー・テクノロジー（インテル ® 
CIT）は、OpenStack*プラット
フォームと連携して、構成が変更

されていない信頼済みのサーバー
や仮想マシン上でクラウド・アプ
リケーションが動作していることを
確認します。 完全性は、インテル® 
X e o n ® プロセッサー上で動 
作するインテル ® TXTおよび 
インテル®トラステッド・プラット
フォーム・モジュール（TPM） 
テクノロジーを使用してリモート
で検証されます。

•  Snapは、オープンソース・プラッ
トフォームのテレメトリー・フレー
ムワークです。基盤となるテレメト
リー・データやプラットフォーム指
標へのアクセスを介して例外的な
データセンター・スケジューリング
やワークロード管理を可能にする
ことで、クラウド環境でのデータ
センター・インフラストラクチャー
のインテリジェントな活用を促進
します。
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ソフトウェア・プラットフォームの 
選択肢
現在では、オーケストレーション・プラットフォームは、 
幅広いハードウェア・プラットフォームで実行できます。
インテルは、ハードウェアおよびソフトウェア・ベンダー
と緊密にコラボレーションすることで、広範なエンタープ
ライズ対応ソリューションの最適化を進めています。

現在、お使いの IT環境が VMwareまたはMicrosoftの 
プラットフォームをサポートしている場合は、この両社の
オーケストレーション・ソリューションによるソフトウェア・
デファインド・インフラストラクチャーの構築をご検討く
ださい。スタッフはそれらのプラットフォームのドメイン
にすでに精通しているので、使い慣れたソースから導入す
ることで、リスクを軽減できます。

オープンソースをデータセンター戦略に組み込んでいる場
合でも、OpenStack*プラットフォーム対応のソリュー
ションが急速に成熟しつつあります。これはデータセン
ターをオープンAPIとオープン・インターフェイスで制御
するもので、SDIソリューションを構築する強力な選択肢
となります。Red HatやMirantisなどの主要ベンダーが、
インテル ® アーキテクチャーの機能とエンタープライズ機
能向けに最適化されたOpenStack*パッケージを提供して
います。

ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャーの
展開の詳細や、オーケストレーション機能の活用について
は、インテル ® ビルダーズが用意しているソリューション
概要、概念実証資料、リファレンス・アーキテクチャーを参
照してください。 インテル ® ビルダーズでは、導入をサポー
トするベンダーやインテル ® パートナーを紹介しています。

展開オプション - DIYまたは統合
されたSDIソリューション
クラウド・プラットフォームを選択したら、 次は2つの
ソリューション展開アプローチから 自社に適した方法を
選びます。

•  DIYアプローチ：オープンソースを含むさまざまなハード
ウェアおよびソフトウェア・ベンダーのポートフォリオか
ら個別のソリューションを選択し、独自のSDIを構築しま
す。このアプローチを利用する場合、単一ベンダーの定義
によらない環境とともに、柔軟性がもたらされます。

•  コンバージドおよびハイパーコンバージド・ソリュー
ション：現在、大手ベンダーや新規参入ベンダーは、 
DIYソリューションと比較して、より簡略化されたアプロー
チを提案しています。これらのソリューションを利用する
場合、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、 
オーケストレーション・ソフトウェアなどすべてのソフト
ウェア・デファインド・コンポーネントは、1つにまとまっ
た選択肢として提示されます。統合の内容があらかじめ構
成され、検証も済んでいるので、「簡単なボタン1つ」で
SDIを直ちに展開できます。

オーケストレーションは、データセンター・インフラストラクチャーの管理方法を変えます。専用システムの管理には慣れている ITスタッフも、
複数のノードや仮想化環境によるより幅広いソフトウェア・デファインド・ドメインの運用に向けて、発想を根本から切り替える必要があ
ります。オーケストレーションによって最終的にはセルフサービスによるアプリケーション開発環境が確立され、事業部門に新しいクラウド・
ネイティブ・アプリケーションのメリットがもたらされます。SDI戦略をより幅広いエンタープライズ・クラウド・イニシアチブの一部とし
て位置付けている初期段階であれば、ソリューションのアプローチや選択肢にはまだまだ拡大の余地があります。

自社に適したオーケストレーション・プラットフォームとは

http://builders.intel.com


ビジネス上の問題を把握する。

ビジネスユーザーと協力して作業を進めましょう。SDIで
解決できそうなビジネス上の問題とは何でしょうか？クラ
ウド・インフラストラクチャーの稼動が始まった後、ビジネ
スの主要な取り組みをサポートする特定のワークロードで、
クラウドへと移行すべきものがありますか？セルフサービ
ス・インフラストラクチャーの俊敏性が役立ちそうな新し
いプロジェクトがありますか？

SDIから最大のメリットを得るのはデータセンター内のど
のインフラストラクチャーのサブカテゴリーかを評価する。

最も大きな ITニーズはストレージコストを削減することで
すか？それとも、レガシー・アプリケーションの効率を高め
ることですか？あるいは、ネットワーク・セキュリティーの
改善が中心ですか？一番の課題を特定することで、どこに
SDIを導入したら最大のビジネス効果が得られるかの判断
がしやすくなります。

パイロット・プロジェクトを特定する。

DevOpsグループに、オンプレミス・クラウドで実行したい、
重要なビジネス上の課題解決に役立つプロジェクトを問い
合わせてみましょう。小規模なプロジェクトからスタートし、
重要な学習内容を蓄積しながら、クラウド・プロジェクトの
範囲を拡大していきます。

プラットフォームを選択する。

SDIをベンダー固有のソリューションとオープンソースのど
ちらで実行しますか？ソリューションを選ぶ前に、両方の 
アプローチの利点と欠点を把握します。

展開オプションを検討する。

複数ベンダーから個別にソリューションを選択してSDIを構
築し、ニーズに合わせてカスタマイズできるようにしますか？
それとも、展開のスピードを優先して、コンバージドおよび
ハイパーコンバージド・ソリューションを選びますか？

情報を集める。

•  ホワイトペーパー、研究成果、アナリストのレポートを読み
ます。

•  他社における SDI導入の経験を参考に、ベスト・プラク 
ティスを土台とし、陥りがちな落とし穴を回避します。

•  インテル ® ビルダーズのメンバーによって実証されたSDI
ソリューションのリファレンス・アーキテクチャーを探し
ます。
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SDIの導入開始：IT意思決定者向けのチェックリスト
ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャーへ移行してクラウドを展開することを決断したなら、次のハイレベル・チェック 
リストを確認しましょう。スムーズな導入開始に役立ちます。

http://builders.intel.com


ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャーを
支えるインテル® ベースのプラットフォームで、最初の
一歩を踏み出しましょう。 

独自のエンタープライズ・クラウドの構築方法につ
いては、http://www.intel.co.jp/cloud/を参照して
ください。

ソリューション概要、概念実証資料、リファレンス・
アーキテクチャー、ベンダーの情報については、 
インテル ® ビルダーズをご覧ください。

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。

¹「2015 State of CIO Survey」 CIO（2015年1月5日）
cio.com/article/2862760/cio-role/2015-state-of-the-cio.html#slide9
²「Open Cloud Management and Orchestration 2015: Adoption and Experiences」 Enterprise Management Associates（2015年6月） 
researchandmarkets.com/research/7pkh48/open_cloud
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