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顧客のイノベーション・成長

を促進する（図１参照）とし

て、IBMはプロプライエタリ

な商用技術による囲い込みで

はなく、透過的な開かれたオ

ープン技術を軸に先進技術に

よる付加価値を提供するIBM

独自のイノベーションに注力

している。

「IBMは、Linux/OSSコミ

ュニティへの技術寄贈、技術情報や

製品仕様の公開などを通じ、オープ

ンイノベーションを推進していま

す。現在までに170件を超えるOSS

関連プロジェクトに参加し、その中

で IBM社員がリーダーもしくはサ

ブリーダーを務めたプロジェクトも

数多くあります。

また、Linuxの全面的なサポート

を行うために約1300億円を投資し、

全サーバー製品、ソフトウェア製品、

さらにはLinuxに貢献するための

“L i n u xテクノロジーセンター

（LTC）”を設立しています。LTC

は、世界約40箇所で600名を超える

エンジニアが活動しています。さら

に、オープン・イノベーションの推

進と並行して、先端テクノロジーを

導入し、OSSの自社ソフトウェア

製品への組込みや両社の親和性向上

に取り組むなど、IBM独自のイノ

ベーションも推進しています。」（日

本 IBM㈱　理事・先進システム事

業部　星野裕事業部長）

Linux/OSS事業を推進するにあ

たっての基本的な考え方について、

日本 IBM㈱先進システム事業部

山本明厚部長は、「オープン化を推

進するうえで、業界やOSSコミュ

ニティに対してのさまざまな貢献は

日本IBMでは、1999年からLinux

に取り組み始め、2001年にはサーバ

ー、ソフトウェア、サービスをクロ

スする事業部を設立し、ビジネスを

本格的に開始した。市場ニーズが、

オペレーショナルなコスト削減から、

SOAやWeb2.0に代表されるビジネ

スモードへと変化してきたことから、

先進的な技術の迅速な投入を図るた

めに、現在は先進システム事業部傘

下の「OSS & Linux事業推進」とし

Linux/OSS事業に取り組んでいる。

コモディティ技術のオープン化と

コミュニティによる技術革新のサイ

クルからなるオープン技術の進展が、
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欠かせません。と同時に、企業とし

て収益モデルを確立する必要があり

ます。貢献と収益モデルのバランス

を取りながら、継続した取組みを推

進していくことが重要です。」と述

べ、収益モデルの例として、

①コスト削減：自社製品への組込

み、ホスティング

②直接的収益：サブスクリプション

のサポートとサービス、コンサル

ティング、デュアルライセンス

③間接的収益：コミュニティを活用

したレイヤー化、拡張と改善

（OSSと商用ソフトウェアの親和

性の向上）

の３つをあげている。

IBMでは、オープンによる技術革

新と独自技術による付加価値提供の

両立を目指した取組みを加速すると

ともに、リッチクライアントやシス

テム管理、グリッドを含めたすべて

のIT領域におけるLinux/OSS推進の

次世代ビジョンとして、図2に示す

ような「Open Source Beyond Linux」

を掲げている。この基本的な考え方

は、OSSに関してもLinux同様、業

界、コミュニティに積極的に貢献し

て市場を拡大し、さらに独自のイノ

ベーションを進めることで、顧客に

貢献しようというものだ。

2001年から日本市場でLinuxビジネ

スを本格開始した日本 IBMだが、

Linuxシステムの構築実績は、図３に

示すように2004年～2006年にかけて

金融機関や製造、流通等大手企業や

官公庁・自治

体での本格採

用、大規模基

幹系での本格

採用など、エ

ンタープライ

ズへのLinux

適用が加速し

ている。

前出の山本

部長は最近の

Linux適用分

野について、

「オンライン

トレードやイ

ンターネッ

ト・バンキン

グ、データウ

ェアハウスを

はじめとする

大規模ミッシ

ョンクリティ

カルな領域

や、HPC（ハイパフォーマンス・コ

ンピューティング）分野での適用が

拡大しています。大規模基幹系への

適用実績は、当社がNo.1だと自負

しています。」と語る。

日本IBMのエンタープライズ分野

でのLinux適用事例を以下に示す。

①大手都銀の大規模営業店サーバー

②大手金融機関／流通／製造のミッ

ションクリティカル・オンライン

トランザクション・サーバー統合

③金融／製造／流通：勘定系などの

大規模データウェアハウス統合

④大手都銀全社統合Hubサーバー

基盤

エンタープライズLinuxには、高

いセキュリティ、信頼性と可用性、

システムの有効利用、インフラの簡

素化、管理の容易性と確実性、拡張

性、要件に見合う処理能力、オープ

ン性が要求される。同じLinuxであ

ってもサーバーの特性により、

IO／パフォーマンス／スケーラビ

リティ／安定性などの特性が異な

る。これに対し、日本 IBMは顧客

の業務の特性・用途に最適なサーバ

ーを提供しているほか、サポートに
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示す。

（検証結果概要1）マルチプロセッ

サー（SMP）における拡張性

CPU単体能力はほぼそのままで、

16 CPUまで処理能力を拡張するこ

とが実証された。これにより大規模

な処理能力を必要とするDBサーバ

ーにおいても、単一のLinuxサーバ

ーで処理が可能であることを実証。

（検証結果概要2 ） CPUリソース

追加における柔軟性

論理区画に対しシステムリソース

の動的再配置が可能なIBM System

p独自の仮想化機能により、CPU追

加指示後、 O S 及び O r a c l e

Databaseを停止することなく、追

加されたCPUリソースを有効かつ

柔軟に活用できることを確認した。

この機能により、本番業務が稼動し

ているシステムを止めることなく、

必要な時に必要な分の拡張性向上が

図れるため、予測不可能な処理能力

の増加にも柔軟に対応することが可

能となる（www.ibm.com/systems/

jp/p/solutions/oracle/database.sht

mlにホワイトペーパー掲載中）。

Linux on System pに関する利用

者側の利点として、星野理事は「お

客様が更改されようとしている一時

代前のUNIXサーバーはビッグエン

ディアンのデータ形式です。一方

x86系サーバーではこれがリトルエ

ンディアンになるため、Linux上に

アプリケーションを移植した際にエ

ンディアンに依存する問題を確認す

る必要があります。この試験工数の

削減にビッグエンディアンのデータ

形式を持つSystem pやSystem zの

Linuxシステムが有効だと考えてい

ます。」と語る。

差別化の難しいx86サーバーでも

独自の技術を投入している。ハイエ

ンドSystem x向けのx3アーキテクチ

ャーにはSystem zやSystem pのハイ

エンド技術を積極的に取り込むとと

もに、安価で高性能なXeonプロセッ

サーを32個搭載可能な自社製チップ

セットを採用、ハイパフォーマンス

で低価格な製品を提供している。

また、業界No.1シェアのBlade

Centerは、その仕様を公開すること

により多くのパートナー（blade.org）

が周辺装置やソリューションを提供

している。例えば、CISCO社や

Nortel社がスイッチを提供しており、

10Gb 6chのスイッチ搭載により

IPTVやVoDといったNGNサービス

にも十分対応できる。SANスイッチ

も大手 3社が提供しており既設の

SAN環境との接続性も優れている。

また、他社は何度もエンクロージャ

ーの仕様変更をしているが、IBMの

BladeCenterは常に互換性を保ちな

がら進化を続けている。長期間使用

される電気通信事業向けにも最適で、

Blade Center及びSystem x はNTT

グループの低廉なISPサービスの実

現に幅広く貢献している実績がある。

CGLの標準で定められたHW監

視の仕組みなどもCGLコミュニテ

ィをリードする IBMであるが故に

すでに実現されている。

Linuxのエンタープライズ領域へ

関しても、24時間365日のサポート、

Linuxとデバイスドライバの両方の

開発力を持つ特長を活かした障害時

の迅速な問題切分けと解決を大きな

強みとしている。

IBM Linuxのエンタープライズ

への適用が加速している要因とし

て、まず一つには早い段階から

Linuxに全社対応し、実績を積み重

ねてきており、多数のプロジェクト

実績を通じて製品上でのノウハウと

して蓄積され、Linux/OSS分野で

の構築、サポートを確実なものとし

ていることがあげられる。また、

「お客様の目的はLinux導入ではな

く、自社に最適なシステムの構築で

す。このため、IBMはミッション

クリティカル用途に耐え得るサーバ

ーや仮想化技術を開発し、オープン

なアーキテクチャーでスケールアウ

ト環境に最適なBladeCenterから

Linux on System z（オープン・メ

インフレーム）によるスケールアッ

プ環境まで、協調性を具現化した適

材適所のシステム構築環境を提供す

ることに注力しています。」（山本部

長）といった点も成功の大きな要因

といえる。

特にミッション・クリティカルな

大規模基幹系への適用にあたって

は、大量処理での安定性及び高いパ

フォーマンスが要求されるが、日本

IBMは本年２月、「Oracle GRID

Center」でSystem p上の 「Oracle

Database 10g」を検証した結果、

Linux環境における16CPUまでの

拡張性と柔軟性が実証されたことを

発表した。検証結果の概要を以下に
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の適用加速に加え、ミドルウェアを

含めたOSSの利用は当たり前とな

ったが、大規模システムの場合はフ

ルオープンソースで構築するのは困

難で、商用ソフトウェアと組み合わ

せた利用が一般的である。したがっ

て、OSSは適材適所での利用が重

要となる。

IBMは、OSSと商用ソフトウェア

の親和性向上に向けた取組みに注力

しており、冒頭の図1に示したよう

に、自社の持つコモディティ技術の

オープン化、コミュニティによるオ

ープン技術革新、オープン技術をベ

ースにした高付加価値製品の提供の

サイクルをバランスよく回すことで

業界のイノベーションと自社のイノ

ベーション（収益）を両立している。

自社技術のオープン化（コミュニ

ティへの寄贈）の最も知られる成功

例が「Eclipse」だ。2001年に IBM

が 4000万ドル相当の技術を寄贈し

た結果、現在ではOSSのJava統合

開発環境のデファクトスタンダード

なコモディティ技術として、5,000

万件以上ダウンロードされるなど世

界中に広がっている。

また IBMは、2001年から約 500

以上もある自社のソフトウェア製品

をLinux対応させてきている。山本

部長は「当初、Linuxに対する製品

対応は、ベンダーによってはまちま

ちでしたが、弊社は、お客様がオー

プンなLinux環境で従来のUNIX、

Windowsと同等のアプリケーショ

ン稼動ができるようにするために、

いち早く全面対応させたベンダーで

す。」と語る。

Eclipseをベ

ースにしたOSS

との親和性の高

い「Rational」

などの高付加価

値 製 品 や 、

Web2.0・SOA

アプリケーショ

ン開発ツール

「Lotus Expedi-

ter」の提供に

加え、最近では

OSSのJ2EE Webアプリケーション

サーバーである「Apache Geronimo」

に注力している。

2 0 0 5 年 1 0 月には、A p a c h e

GeronimoがJ2EE 1.4を認定されて

おり、純粋にOSSとしてコミュニテ

ィで開発・改良をされていくソフト

ウェアである。特長としては、IBM

の 商 用 製 品 で あ る W A S

（WebSphere Application Server）フ

ァミリーにシームレスな移行が可能

で、 Apache GerominoのOSSで培っ

た顧客の技術、投資が、適用エリア

が限定され一過性に終わらないよう、

保護していくことを目指している点

だ。Apache Geromino は、IBMによ

る稼働確認検証がなされたコミュニ

ティ版（無償）「WAS-CE」が用意さ

れており、別途有償サポートも提供

可能である。これにより、図4に示

すように規模・適用領域・要件に応

じた使い分けや、マイグレーション

が可能だ。また、IBMのデータベー

ス「DB2 V9」についても、無償版

「DB2 Express-C」を利用して、SQL

とXMLを統合した商用版への移行を

可能にしている。すでに、WAS CE、

DB2 Experess-Cをバンドルした

Linux製品がリリースされている。

Linux/OSS推進の今後の展開につ

いて、星野事業部長は「IBMは、

OSSを推進する継続的なハードウェ

アやソフトウェア、サービスのご提

供はベンダーの付加価値であると考

え、今後もオープン技術に注力して

いきます。」としたうえで、特にNTT

グループに対しては、「OSSを前提に

したNGNの上位レイヤでの取組みに

対しても、積極的に貢献していきた

いと考えています。」と語っている。

特に、16Wayまでスケールアップが

可能なIBM System pやNW機能に優

れ長期間仕様変更のないBlade Center

は、次世代を見据えた電気通信のサ

ーバー設備として最適といえる。
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