「PROVISION」75号編集委員
コンテンツ・リーダー：新島 智之
論文委員長：
杉本 和敏
編集委員：
山下 克司
編集協力：
小川 聡子
工藤 敏夫
豊田 直子
西村 淳一
三崎 文敬
永田 誠

風口 悦子
柿沼 孝治
佐々木 言
髙橋 明子
服部 京子
三村 祐司

大澤
鬼頭
品田
髙橋
藤田
山本

コンテンツ・リーダーを拝命した時にはどうなることやらと思っていましたが、思っ
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た以上に面白い特集になりました。目がくらむような暑い夏の日に、お客様イ
ンタビューに伺ったことも、そこでお聞きできたお話の面白さに暑さなど忘れて
しまい、
とても貴重な体験となりました。 （コンテンツ・リーダー 新島 智之）
校了を迎えると同時に猛暑が一気に秋の空気になりました。今回は技術解
説論文と編集委員を担当しましたが、現代のクラウド技術の行き先を示すこ
とができていればと思います。サイロ開発とセンター運用の問題はオープン
化の進展と同時に起こっています。開発と運用の融合は、再統合への秘め
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た期待なのかもしれません。
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（山下 克司）

業 界 初 の エキスパ ート・インテグレーテッド・システムである IBM
PureSystems に発表から携わっておりますが、当号であらゆる視点からその
価値と未来を示せたのではないかと感じています。それぞれの記事に込めら
れたワクワクを読者の皆さまと共有できるとうれしいです。

掲載記事中の各社商標一覧
I B M 、 I B Mロゴ、 i b m . c o m 、 A p p S c a n 、 D B 2 、 d e v e l o p e r W o r k s 、
ClearQuest、IBM Flex System、IBM Flex System Manager、IBM
SmarterCloud、IBM Watson、Power、POWER、PureApplication、
PureFlex、PureSystems、Rational、Rational Team Concert、Service
Request Manager、Smarter Planet、Storwize、TAKMI、Tivoli、お

（風口 悦子）

マラドーナのまねばかりしていたころにはまさか日本人選手がマンチェスター・
ユナイテッドでスタメンに名を連ねる日が来るとは想像も付きませんでした。毎
週のように届く日本人選手の活躍のニュースを耳にするたびに胸が熱くなりま
す。今回は編集委員として IT の力を駆使してグローバルで戦うお話を伺うこ
とができ、同じように胸が熱くなりました。

（大澤 浩二）

よび WebSphereは、世界の多くの国で登録された International Business
Machines Corp.の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ
IBMまたは各社の商標である場合があります。現時点での IBMの商標リストにつ
いては、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtmlをご覧ください。
ITILは、英国 The Minister for the Cabinet Officeの登録商標および共
同体登録商標であって、米国特許商標庁にて登録されています。
Intelは Intel Corporationまたは子会社の米国およびその他の国における商
標または登録商標です。
Microsoft、Windowsは Microsoft Corporationの米国およびその他の国に
おける商標。
UNIXは The Open Groupの米国およびその他の国における登録商標です。
Javaおよびすべての Java関連の商標およびロゴは Oracleやその関連会社の
米国およびその他の国における商標または登録商標です。
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