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日本アイ・ビー・エム株式会社
グローバル・テクノロジー・サービス事業本部
スマーター・クラウド事業統括担当
執行役員

小池 裕幸 Hiroyuki Koike

テクノロジーの進展による消費者の変化、そしてビジネスの変化に対応できる新たな
システムを構築するためには、今やクラウドとアジャイル開発が欠かせません。この前
提のもとIBM は、ベンダー・ロックインのないオープンなクラウドを実現するためのアー
キテクチャーの整備を進めています。

IBM が考えるアーキテクチャーは、クラウドを構成する細分化された各領域での
技術発展を阻害しないための業界標準を確立、活用することにより、全体としてベン
ダー・ロックインから解放されたオープンなクラウドを実現しようとするものです。中で
も重要なものとして、IaaS 管理のオープンソース・プロジェクト
「 OpenStack 」へのコ
ミット、高速ネットワークを持つ IaaS ベンダー「 SoftLayer 」の買収、Open PaaS
のためのオープンソース・プロジェクト「 Cloud Foundry 」や PaaS 上のポータビリ
ティーを確保する規約である「 OASIS TOSCA 」へのコミット、そして迅速なサイクル
で開発と改善を繰り返すアジャイル開発および DevOps への取り組みがあります。
これらの取り組みを、IBM のクラウド戦略の全体像とともにご説明します。
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Systems of Record

テクノロジーの変化は、
すべての企業を直撃する
利用目的

企業を取りまく環境は激変しています。そうした中で、経営に

ユーザー

企業の活動記録
確実なビジネス遂行
システム利用者
（特定可能）

おけるテクノロジーの重要性が増しています。
世界中の 60 0人以上の CEO、それに 30 0人以上の日本企業

システム開発の
アプローチ

事前の要件定義が可能
ウォーターフォール型

Systems of Engagement
お客様との絆を強める
システム利用者、お客様、モノ
（不特定多数）
市場動向、顧客の反応に合わせ
クイックかつ頻繁な更新が必要
アジャイル型、DevOps

の経営者が参加した大規模調査「 IBM C-Suite 2013」の結果

図 1. Systems of Record（ SoR ）と Systems of Engagement（ SoE ）

を見ると、グローバル企業の経営者たちは、2012 年と2013 年の

業システムも大きく変わります。会計システムを起源として発展し

2 年間にわたり、
「経営にインパクトを与える要素」の第 1位として

てきた従来型の企業情報システムは、堅牢で、データの保全性が

「テクノロジー」を挙げています。一方、日本企業の経営者たちは

あり、定型の処理に対応するように作られていました。私たちは、

2012 年には「テクノロジー」を第 4 位と低く評価していましたが、

このような従来型のシステムをSystems of Record（ SoR ）と呼ん

2013 年には第 2 位に挙げており、急速にグローバルの経営者の

。もちろん、会計、在庫管理、販売管理、生産管
でいます（ 図 1）

皆様と考え方を同じ方向へ向けていることがうかがえます。日本

理などのシステムは引き続き必要です。SoR がなくなることはあり

のITもテクノロジー指向へ「開国 」しつつあるのです。

ません。
その一方で現在は、顧客との絆を深めるための 個客 接点の

●テクノロジーが消費者を変え、ビジネスを変える

システムが求められています。ソーシャル・サービスと連携して多

世界中の経営者たちが、テクノロジーを重要と認識しているの

様な導線に対応できること、膨大なデータをリアルタイムに分析で

には理由があります。今日のIT が大きく変化しているということ

きること、反復型の開発スタイルで要件を常に見直して改良し続

です。例をあげてみましょう。

けられること、自動的にワークロードを割り当てられる柔軟なイン

●

世界中のインテリジェント・デバイスの数は 50 億個。東京で

フラの上で動くこと、などが求められています。私たちは、このよう

オリンピックが開かれる2020 年には 10 0 億個になる［ 1］

なシステムをSystems of Engagement（ SoE）と呼んでいます。

モバイル・デバイスを利用してモノを購入したい消費者は全体

●

の 67% に上る［ 2］
ビジネス・ユーザーの 20% が、主なコミュニケーション手段を

●

● SoE の台頭でアジャイル開発が必須に
SoRとSoE では求められるものが大きく違います。SoRは業務

メールからソーシャル・サービスに変更［ 3］

システムですから、ユーザーを特定でき、システム要件も特定でき

●

40% の人々が、対面よりもオンラインで交流［ 4］

ます。SoEはその名の通り 個客 との「絆」を深めるための仕組

●

57% の企業がクラウドを活用。2014 年までに大半の業務をク

みを作り込んだシステムですから、ユーザーを特定できず、事前

ラウドに移行する企業の数が 2 倍に増加［ 5］

に要件を完全に定義することは不可能です。したがって、分かっ

この激動を前に、企業情報システムも変化しない訳にはいきません。

ている範囲の要件で世に出し、評価を受け、改良しながら運用

モバイル、そしてスマート・デバイスの普及により、個人のお客

を続けることになります。そこでアジャイル開発やDevOpsの考え

様が、いつでも、どこでもインターネットを使う時代となりました。

方が必須となるのです。

このような消費者の変化に対応して、企業も変化への対応を迫ら
れています。すなわち、企業と個人のお客様（ 個客）との距離が
近くなり、ビジネスの機会が格段に広がっているのです。
今や、どの企業にも、インターネットの巨人企業へと変貌できる
チャンスが訪れています。

SoE を支える技術
SoEの台頭に関連して、CAMS（ Cloud、Analytics、Mobile、
Social）の 4つの領域の変化が重要となっています。ベースはク
ラウドです。クラウドを成長エンジンとしつつ、ソーシャル、モバイ

消費者の変化に対応して、
企業システムは SoE へと変化する
テクノロジーの進展によるビジネスの変化に対応するため、企

ル、アナリティクスという3 領域が絡み合って連携し、成長してい
るのです。
SoEを支える技術要素も、
ソーシャル、
モバイル、
アナリティクス
（ビッ
グデータ）が重要です。
そして、
それらを支えるものがクラウドです。
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図 2. IBM Open Cloud Architecture

●クラウドを支える技術群
クラウドとは何でしょうか。技術的な立場からは、仮想化、標準

自社のアプリケーションやデータを他のシステムに移動できない
状況は、企業にとって望ましいものではありません。

化、自動化の技術をうまく組み合わせたものと解釈できるでしょ
う。中でも重要なのは仮想化です。コンピューターの仮想化には

●クラウド分野の業界標準

長い歴史があり、IBMも汎用機時代から取り組んでいます。そし

そこで IBMは、業界標準を複数 組み合わせた、オープンな

て最近ではストレージ、ネットワークの仮想化が盛んになっていま

アーキテクチャーを作ろうとしています。アプリケーションやデー

す。クラウドの基盤となる仮想化環境、SDE（ Software Deﬁ ned

タを、パブリック・クラウドにも、企業が自ら運営するプライベート・

Environment）は、サーバー、ストレージ、ネットワークの全領域を

クラウドにも、自由に移動できるようにしようとしています。

仮想化し、ソフトウェアにより柔軟な再構成、運用を可能にします。

例えば、IaaS 管理の業界 標準としてオープンソースで開発

一方、企業情報システムにとってはセキュリティーが非常に重要

が 進められているOpenStackを活用したベンダー・フリーな

です。私たちがセキュリティー・インテリジェンスと呼ぶ技術では、

クラウドが 完 成すれば、IaaS の上で 稼 働 する環 境に対して、

セキュリティー分野にもビッグデータのアプローチを適用します。ア

OpenStackの標準 APIを経由してアクセス、管理処理が可能に

プリケーションも、ミドルウェアも、OSも、システムも、ネットワーク

なります。OpenStackに準ずるパブリック・クラウドの上のものは、

機器も、システムのすべての構成要素はその活動を記録したログ

例えば IBM 製品で構築したプライベート・クラウドと同様に管理

をはき出し続けています。これらのログを関連させて分析すること

ができるようになります。もちろん、IBM 以外のサーバーやネット

で、異常な事象を自動的に検知できるようになるのです。

ワーク機器のベンダー各社もOpenStack への取り組みを進めて
います。このように、ユーザーはマルチベンダーのプライベート・ク

ベンダー・ロックインを解消し、
マルチベンダーのクラウドを実現する

ラウドを利用できるようになります。

●オープンなクラウドを実現する
IBMのクラウド戦略の基本的な立場は「オープン」
です。ソリュー
ションとしての粒度を細かくして、いろいろなベンダーが参入しやす

ベンダー・ロックインを解消するためには、
クラウドの技術をオー

くすること、ただし、参入したベンダー間の相互接続性を確保する

プンにして、
どのベンダーでも使えるようにする必要があります。
その

ために標準に従うこと、これがオープンです。クラウド・ベンダーへ

です。
ための技術体系が、IBM Open Cloud Architecture
（ 図 2）

のロックインを解消することは、クラウド分野および IT産業全体の

ベンダー・ロックインを解消するには、技術の標準化を進める

発展、そしてIBMの成長に欠かせないと考えているからです。
今日のクラウドは、ソリューションとしての粒度が大きいため、

4

IBM Open Cloud Architecture

ことが必要ですが、技術領域の粒度は細分化した方が、よりロッ
クインされにくくなります。大切なことは、細分化された複数の領

まだまだベンダー固有の技術が使われているものが主流です。し

域があり、それぞれの領域で複数のプロジェクトが同時並行で

かし、ベンダー・ロックインされて、特定のベンダーのクラウドから、

動いているという状況を作り、維持することです。そもそもテクノ
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BPaaS
Eclipse
API Economy

ビジネス変革の実現を支援するプラットフォーム

JSON

SaaS

ProgrammableWeb

Cloud Operating Environment

OpenStack

OAuth

ビジネスアプリケーションが流通するマーケットプレイス

Cloud Foundry
OASIS TOSCA

HTML5

GitHub

Mongo DB

PaaS

Chef

Node.js

Dojo

MQTT

Java

コンポーネント単位で組み合わせ可能な統合開発環境

OSLC

Software Deﬁned Environment

W3C

IaaS

OpenFlow

OpenDaylight

JTC 1

企業向けの最適化されたインフラストラクチャー

図 3. 各レイヤーでのオープン・テクノロジー

ロジーは、これらの細分化されたそれぞれの領域で異なるスピー
ドで進化しています。オープンソース・プロジェクトや業界標準規

● IBM Open Cloud Architecture の全体像
図 2 の右 端に書 いてあるSoftware as a Service（ SaaS）
、

約の策定での通例として、同じ領域のプロジェクトが一見競合し

Platform as a Service（ PaaS）
、Infrastructure as a Service

ているように見えたとしても、そのうち勢力分布が固まってバラン

（ IaaS）は、一般的なクラウドの定義です。一方、左端に書いてあ

スが取れてくる動きが起こるものです。それがオープンであるこ

るAPI Economy、Cloud Operating Environment（ Cloud OE）
、

とにつながるのです。

Software Deﬁ ned Environment（ SDE）は、IBMによるクラウ
ドの定義です。

● 2013 年は IBM のクラウドのターニング・ポイント
私たちが求めているオープンなクラウドを推進するうえで、

また図 3 は、それぞれのレイヤーでどのような業界標準技術が
存在するかを示したものです。一番下のレイヤーであるIaaS ある

2013 年は大きなターニング・ポイントとなりました。IBM がどのよ

いは SDE（ Software Deﬁ ned Environment）は、ハードウェア

うな業界標準にコミットし、どのようなアーキテクチャーを作り上

の仮想化、運用自動化を統合した技術です。OpenStackはこの

げようとしているのか、それを対外的に公表できるようになったの

領域を支えるオープンソース・プロジェクトの一つです。

が 2013 年なのです。

IaaS の上のレイヤーであるPaaS、あるいはCloud OEは、ソフト

IBMはクラウド分野の業界標準を作る活動に多大なパワーを

ウェア会社にとって魅力的な領域です。インフラの構築や運用を

投入しており、自分自身でもそれらの業界標準を採用しています。

気にせず、付加価値が高いアプリケーション開発に集中できるか

例えば OpenStack や OASIS TOSCAに対応したオープン・クラ

らです。Cloud Foundryはこの領域を支えるオープンソース・プロ

ウド構築 /運用の自動化、
最適化を支援する製品群の発表をは

ジェクトの一つであり、OASISのTOSCAは標準規約の一つです。

じめ、
有力なクラウド・ベンダーであるSoftLayerの買収、
オープン

PaaS の上のレイヤー SaaSをIBMでは API Economyと定義

ソースのPaaS であるCloud Foundry への注力が挙げられます。

していますが、これは、サービスをAPIとして提供しそれをビジ

その貢献の度合いですが、例えば OpenStackには延べ 370

ネスにするという考え方です。

人のIBM 社員がプログラム品質管理と新規機能開発に参画
しています。OpenStackを支 援 する企 業 の中でも、RedHat、

●オンリーワン IaaS の SoftLayer

Rackspaceなどと並びトップクラスの貢献です。こうしたパワーを

IBMは、2013 年 6月に SoftLayer（ P.38 参照 ）の買収を発表

投入しているのも、お客様とIBMの双方にとってOpenStack が

しました。理由は、
「ベストなIaaS」だったからではなく「オンリー

必要とされているからなのです。

ワンのIaaS」だったからです。では、どこがオンリーワンだったの

これらの動きを重なり合わせて、誰でもオープンに使えるクラ

でしょうか。

ウドを実現しようとしています。IBMは、オープンな標準に則った

SoftLayerの大きな特徴は、ベアメタル・サーバーと、高速なネッ

クラウド事業者が競争する中で、自分自身も一プレイヤーとしてビ

トワークです。ベアメタル・サーバーとは、仮想化せずに利用で

ジネスを展開することになります。

きるサーバーのことです。巨大なデータベースを構築したり、スト
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リーミング配信したりするなどの用途に適しています。もう一つの
大きな特徴が、大手通信事業者と同等のネットワークです。

IBMは、Cloud Foundryコミュニティーにアドバイザリー・ボー
ドとして積極的に参画するとともに、Cloud Foundryの利便性

インターネットの世界では、 Hyper Giants と呼ばれる大手

をより高めるためのアーキテクチャーを開発しています。Cloud

コンテンツ・プロバイダーや CDN（コンテンツ配信ネットワーク）

Foundryをベースに実 装した IBM BlueMixというPaaSを構

などが、ネットワーク上で特権的な地位を築いています。Google

築し、Javaアプリケーションのための軽量コンテナであるIBM

などのHyper Giants 企業は、過去10 年をかけて、インターネット

WebSphere Liberty や 開 発ツール 群を 統 合したJazzHubな

の上に一種の専用線のような高速なオーバーレイ・ネットワークを

どの付加価値を提供しています。また、質問応答システムIBM

築いてきたのです。

Watsonや気象予測システムIBM Deep Thunderも、ソリュー

SoftLayerのユーザーは、10Gbpsクラスの専用ネットワーク
を使い、ほぼ光の速さで ping が返ってくる、高速・低遅延ネット

ション・サービスとして提供します。これらは先ほどご紹介した
API Economyのサンプルでもあります。

。これは言い換えると、一足飛びに
ワークを利用できます（ 図 4 ）
GoogleのようなHyper Giants 企業に追いつくネットワーク環境

● PaaS のポータビリティーを確保する

を手に入れられるということなのです。また、世界の異なる場所

定義体記述の標準、OASIS の TOSCA

にあるデータセンター間も10Gbpsの高速回線で接続しています

このようなオープンなPaaSを作り上げるには、一つの課題があ

ので、高速回線を使うことで世界各地との距離をあまり感じずに

ります。ポータビリティー
（ 可搬性 ）の確保です。クラウド上にアプ

システムを運用できるようになります。

リケーションを配置（プロビジョニング）する際、現状では各ベン

世界中に届く高速なネットワークを持っている点で、グローバル

ダーにより、トポロジーやプランなど実行環境の定義の記述ルー

にビジネスを展開するSoE（ Systems of Engagement）の構築基

ルがまちまちです。これを解決しようとするのが、OASIS が標準

盤に非常に適しています。これらの意味で、SoftLayerは「オンリー

化を進めるTOSCAです。

ワン」のIaaSなのです。このSoftLayer がもたらすテクノロジーは、

TOSCA が定めているのは、アプリケーションをプロビジョニン
。この領域を標準化
グするための定義体の記述方法です（ 図 5 ）

お客様のビジネスモデルに大きな変革をもたらします。

することにより、クラウド・ベンダーが異なっていても、トポロジー

● Open PaaS の動き、Cloud Foundry

やプランの記述のための共通の言葉ができることになります。こ

既存のPaaS の大きな問題は、ベンダー・ロックインです。これ

れにより、アプリケーションのポータビリティーが向上します。

までのPaaSでは開発されたアプリケーションと蓄積されたデータ
を企業内のインフラに移行したいと思ってもできなかったのです。
そこでIBMが注力しているのが、オープンソースのPaaSフレー
ムワークであるCloud Foundryです。誰でも使えるソフトウェア

●目標は、オープンなクラウド上での

API Economy の活性化
IBMの Open Cloud Architectureの 一 番上のレイヤーは、

を使って PaaSを構築することで、ベンダー・ロックインを解消す

API Economyです。オープンなクラウドという共通基盤の上で

ることができるのです。

APIとしてサービスを提供する大小のベンダーが登場してくる状
通常のインターネット経路

グローバル・
インターネット

Singapore

Hong
Kong
POP

Japan
POP

London Amsterdam
Frankfurt
Seattle&
Other
LA

SoftLayer

SoftLayerのグローバル・アドレス
ルート情報の広報範囲
この範囲内でSL向けに送信されたトラフィックは
最も近いアクセス・ポイント
（POPやLCC）に吸い込まれる。

図 4. インターネットをオーバーレイする SoftLayer ネットワーク
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トポロジー

DevOps ライフサイクル
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サービス・
テンプレート

ミドルウェア

サービス・
テンプレート

アプリケーション
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事業部門

OS
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アプリ
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継続的なイノベーション、
フィードバック、改善
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プラン
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リソース・プール
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Eco
system
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図 5. TOSCA によるポータビリティーの向上

況を指します。
アナリティクス（ビッグデータ分析）
、コマース（電子商取引）
、

図 6. IBM が提唱する DevOps

発運用能力であるDevOpsなのです。
こうしたクラウド時代においては、求められる人材像も変わっ

コラボレーション、ロケーション（ 位置情報 ）など、さまざまな分野

てくるでしょう。クラウド技術や製品スキルをベースとしながらも、

のサービスがオープンなクラウド上のAPIとして提供されるように

以下のような特性が必要になってきます。

なるでしょう。もちろん、日本の会社も参入できるようになります。
シリコンバレーには、小規模でも腕自慢の会社がたくさんあ

一つは、従来のアーキテクチャーや構築手法に固執せず、技
術動向を捉えて、柔軟に新しい考え方や技術に適応していく「柔

ります。そうした会社が開発したインターネットサービスを、オー

軟な適応力」です。二つ目は、ビジネス成長に貢献するシステム、

プンなクラウド上で提供するAPIとして会話ができるようにし、な

アプリケーションを構築するために、クラウドの各レイヤーのコン

おかつ市場（ Marketplace）で流通できるようにします。そうする

ポーネントや多くのサービスを組み合わせていける「組み合わせ

ことで、小規模な会社や個人が能力やスキルを発揮できる環境

る力」です。迅速かつ効率的にソリューションを組み合わせてシ

を整えたいと考えているのです。

ステムを構築できるかが鍵となるからです。三つ目は、
「生み出す
力」
です。成長過程にあるSoEのようなシステムでは、課題を克服

SoE に欠かせないアジャイル開発と

しながら前向きにチャレンジしていく姿勢が重要になります。
＊ ＊ ＊

オープンなクラウド

IBMは今後も、オープンなクラウドの土壌を醸成するとともに、
アジャイル開発とオープンなクラウドには、密接な関係がありま

パーツ単位で流通可能なAPIエコシステムの創出や、パーツを組

す。個客 接点となるシステム、つまりSystems of Engagement

み合わせてソリューションを構成できる開発環境を支援していき

（SoE）
を構築するにはクラウドとアジャイル開発が欠かせません。

ます。そうすることで、大きな粒度でのベンダー・ロックインを避

しかし残念ながらそれにも関わらず「アジャイル開発はうまくい

けたいと考えているクラウド・ユーザーと、サービスをパーツ単位

かない」と考えている人が大勢います。そういう人の意識を変え、

で流通させビジネス拡大を考えている開発者双方のニーズを解

アジャイル開発を阻害する要因を取り除いていく努力が必要とさ

決できるものと考えています。

れています。
この分野で IBM が提唱しているのが DevOps、つまり開発と
運用の統合による迅速で継続的なソフトウェアのデリバリー能力
。企業が DevOpsの能力を獲得することにより、急
です（ 図 6 ）
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