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職務を経験して、2010 年 12 月より現職。

なぜクラウド上で開発する必要が
あるのか？
ある米国のアナリストが情報システムの
役割を二つに分類し、今後の企業 ITの在り

験がシステム評価の重要な指標となる”と

やすくする必要があるでしょう。そのための

いうことです。ユーザーの不満がビジネス

開発環境が JazzHubであり、実行環境が

機会の損失やユーザー離れに直結するた

BlueMixなのです。

め、機能の追加や修正が頻繁に発生する
ことになります。

PaaS型クラウド「 BlueMix 」

方を説いています。一つは、ERP、CRM や

今後さらに、SoEに分類されるシステム

SCMといった情報の蓄積が主な役割である

が企業の中で増えていくと、従来の開発方

従来の基幹システム「Systems of Record

法だけでは対応することが難しくなります。

トウェアのCloud Foundryをベ ースとす

同時並行で進行する小規模なプロジェクト

るIBMのクラウド・サービスのコードネーム

（ SoR ）
」
、もう一つは、B2BやB2Cの 他 社

BlueMixは、オープンソー スPaaSソフ

や顧客とのコミュニケーションを役割とする

の数が多くなり、事業の収益に直接影響が

で、モバイルおよび Webアプリケーションを

システム「 Systems of Engagement（ 以

あるシステムであるほど、開発に与えられ

迅速に開発・公開することができます。Java

下、SoE ）
」です。

る期間は週や日単位に超短期化していき

EE用のWebSphere Application Server

ます。

Liberty、サーバーサイドJavaScriptの

SoEは、単に情報を提供するだけではな
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く、社員の代わりとなって売り上げや顧客

極端な例ですが、ビッグデータを活用

Node.js、
Ruby on RailsなどのWebアプリ

満足度を向上させ、生産性を高めるシス

した「個 客 」マーケティングのプロモー

ケーション用フレームワーク、
モバイル・アプリ

テムです。既に身近にある例では、ショッ

ション・サイトを一週間程度で立ち上げる

ケーション・フレームワークのIBM Worklight

ピング・サイトのようなセルフサービス型

ことを要求されるかもしれません。実行環

に加えて、PostgreSQL、MySQLといった

のシステムを想像するとよいでしょう。近

境はPaaS型クラウドを使って短期間で準

データベース、
RabbitMQなどのメッセー

頃では利用者が望めば Web経由で担当者

備できますが、開発を短期化するにはその

ジング・システムなどのアプリケーション基

とリアルタイム・チャットで質疑応答するこ

期間で対応できる有能な技術者をクラウ

盤が 利用可 能です。さらにBlueMix上で

ともできます。

ド・ソーシング（ Crowdsourcing ）のよう

稼 働するアプリケーションと連 携できる

こうしたSoEが増える背景には、必要と

な従来とは異なる方法で集めなければなり

IBM独自の拡 張サービスとして、話 題の

する情報をユーザー自身が Web検索で得

ません。開発チームは複数企業から参加す

IBM Watson（ 質問応答システム）やIBM

たり、ソーシャル・メディアで他のユーザー

るメンバーで構成される小規模チームで、

Deep Thunder（ 気象予測システム）といっ

と情報交換できるといった利用者行動の

分散拠点からリモートでプロジェクトを進

たIBMリサーチの研究成果を利用できます。

変化や、新しいデバイスの急速な普及と

めることになります。このようなチーム構成

ユーザーの満足度を向上させて競合に

いった利用環境の変化が挙げられます。こ

においては、開発環境もクラウドを活用し

勝利するために、迅速かつ柔軟さが要求さ

う考えると、SoEの本質は、“ユーザー体

てメンバー同士のコラボレーションを図り

れるSoEの実行環境として十分な、プラット
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開発者
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グをします。さらに今回は、契約した代理
店にもメールで通知する機能を追加して

図 1. JazzHubと BlueMixの概念図

BlueMixのテスト環境にデプロイします。

フォームとしての機能を備えています。可用

ライベート・プロジェクトと、JazzHub の全

開 発リー ダ ーとIT部 門リー ダ ー はテ

性も高く不特定多数のユーザーが同時利

ユーザーに開放するパブリック・プロジェク

スト環境で正しく作動することを確認し、

用するプラットフォームとして申し分ありま

トの2種類があります。パブリック・プロジェ

BlueMixの本番環境にデプロイし、営業

せん。

クトでは、企業が公開しているWebサー

企画の要望に短期間で応えることができま

ビスについて不具合の報告を受けたり、機

した。結果的に、契約内容の確認から新プ

能拡張の意見を交換したり、パートナーや

ランの契約までの期間を短縮できただけで

ユーザーと直接コミュニケーションすること

なく、代理店の満足度を大きく向上するこ

で利用者の満足を向上し続けることができ

とに成功しました。

開発プロジェクト・コミュニティー
「 JazzHub 」
JazzHubは、ソフトウェア開発のプロジェ

ます。

クト管 理の中核ソリューション Rational
Team Concertをベースに構築された開発

俊敏な改善を実現
活用ユースケース

環境のSaaSです。工程や反復のスケジュー

企業はユーザーの声をいち早くアプリ

ル計画、タスクや変更要求またはバグなどの

ある保険のカスタマー・サポート・ペー

ケーションに取り入れて、ユーザー体験を改

作業をチケットで追跡する変更管理、ソース

ジの更改を例に活用シーンを紹介します。

善し続けることで、企業価値やブランド・イ

コードをコンポーネント・レベルでバージョン

営業企画が、保険契約者のセルフ・サ

メージを向上させたりビジネス拡大につな

管理する構成管理の機能を提供しています。

ポート・ページの利用状況を調査したとこ

クラウドに特化した機能では、作成・修正し

ろ、契約内容を確認した人の約 80%が次

“機能 ”から“実現時間（ Time to Market ）
”

たアプリケーション（ビルドが不要なスクリプ

のアクションとして保険内容の見直しの問

に移ってきており、他社より早くリリースする

トファイル）をクリック一つでBlueMixなどの

い合わせをしていることが判明しました。

ことが勝利の重要な要因となります。先の

クラウド・プラットフォームに直接デプロイで

そこで、当該ページに「保険の見直し」ボ

ユースケースのような俊敏さは、JazzHub

きます。また、既にコード共有にGitHubを利

タンを設置して新しいプランの見積もりを

による確実かつスピーディーな機能追加と、

用している場合でもJazzHubと連携するた

提示する機能を追加することを決定し、す

BlueMixにテストおよび本番環境を手早く

め、ソース管理の移行は必要ありません。さ

ぐにIT部門に依頼しました。

デプロイして稼働できたことによって実現で

らに、Web版 Eclipse IDE（統合開発環境）

IT部 門リー ダ ー はこの 要 望 に 対 し、

げることができます。企業間の競争要素は、

きています。JazzHubとBlueMixの利用は、

のOrionがコーディング・エディターとして

JazzHubのプライベート・プロジェクトに

実装されているため、開発者はインターネッ

『「保険の見直し」ボタンを追加する』と

誌面の都合で詳細説明は割愛しました

トに接続した多様なデバイスからWebブラ

いう変更要求チケットを起票し、開発リー

が、developersWorksのコミュニティー

ウザーを介してJazzHub上で開発作業を行

ダーに対応を要請します。その通知を受

で 技 術 情 報 を 公 開 してい ます。また、

うことができます。これらの機能により、組織

けた開 発リー ダ ー は、実 現 方 法をIT部

JazzHubはhttp://hub.jazz.netで利用す

を越えた利害関係者のコラボレーションを

門リーダーとチケットを通じてディスカッ

ることができますので、ぜひ、実際に体験

支援します。

ションして機能要件を固め、担当する開発

してみてください。

JazzHubの利用は「プロジェクト」と呼

者をアサインします。具体的な実現方法と

ぶコミュニティーを“場 ”としてコラボレー

しては、既にBlueMix上で代理店向けに

ションします。プロジェクトの公開範囲は、

公開している「保険の見積り」機能を自社

指定ユーザーだけに限定したセキュアなプ

サイトに組み込むことにしました。

企業 ITの変革の土台となるのです。
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