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提示した。

ユーティリティ コンピューティ

ングは、ITシステムの運用／管理

に洗練されたビジネスの視点からの

管理インターフェイスを与え、高度

な自動化を実現することでシステム

の複雑さを隠蔽し、運用コストの削

減、高可用性、柔軟性などをもたら

す。ベリタスソフトウェアのユーテ

ィリティ コンピューティングのア

プローチは同社の従来の戦略の延長

上にあり、ヘテロジニアスな環境な

環境を前提としたビルディングブロ

ックとして提供されるため、ユーザ

ー企業は最小限の投資で最大限の効

果を得ることができると訴えた。

また、ブルーム氏は現在の ITシ

ステムが直面している問題を新たな

視点から指摘した。かつて、商取引

は当事者が相対して握手を交わして

成立し、支払いには金がそのまま使

われた。その後契約書による信用担

保が行なわれ、印刷された紙幣が支

払い手段として利用されるようにな

り、現在では契約成立も支払いもす

べてオンラインで完結するようにな

ってきている。信用担保も価値の移

による数多くの基調講演やワーク

ショップが行われた。

今回のスペシャルレポートでは

ゲイリー ブルーム氏とジョン トン

プソン氏の基調講演の内容を中心

にレポートする。

初日の午前の基調講演は、ベリ

タスソフトウェアのCEO、ゲイリ

ー ブルーム氏が講演を行なった。

ブルームはまず、2004年の同社業

績を総括し、好調な業績が研究開

発や企業買収など、積極的な活動

の支えとなっていることに言及し、

次いでベリタスソフトウェアの 15

年の歴史を振り返って過去にリリ

ースされたエポックメーキングな

製品群を概観し、その歴史の先に

新たなコンセプトとして「ユーテ

ィリティ コンピューティング」が

位置づけられることや、ベリタス

ソフトウェアの既存製品群がユー

ティリティ コンピューティングの

枠内に位置づけられて、相互に連

携しながら企業コンピューティン

グのユーティリティ化を実現して

いくという大きなロードマップを

VERITAS VISION 2005には

3,500人以上の ITプロフェッショナ

ルが参加し、４月 25日、ベリタス

ソフトウェアの会長 兼 社長 兼

CEOのゲイリー ブルーム氏により

幕を開けた。VERITAS VISION

2 0 0 5 の テ ー マ に も 含 ま れ る

「Destination: UTILITY」と題した

基調講演においてブルーム氏は、

「ユーティリティ コンピューティン

グ」が ITのコスト削減と複雑性解

消につながり、ITシステムはビジ

ネス要件に合わせて構築されるべき

であるとの認識を改めて強調した。

また 27日には、シマンテックの

会長 兼 CEOのジョン W. トンプソ

ン氏が「The Next Destination」と

題した基調講演を行った。トンプソ

ン氏はシマンテックの戦略である

「Information Integrity」の流れの

中で、シマンテックが提供するセキ

ュリティとベリタスソフトウェアが

提供するアベイラビリティの融合が

もたらす顧客メリットを語り、今回

の合併は IT業界がこれまでに経験

したことのない挑戦であると同時

に、革新的な結果を生み出すことを

強調した。

その他、この４日間を通してベリ

タスソフトウェアやパートナー各社

ITシステムインフラの到達点
～ユーティリティコンピューティン

グへの取り組み～

今年も、ベリタスソフトウェアにとって企業あげての最大イベント、年次ユーザーカンファレンス「VERITAS VISION 2005」
が4月25日から28日の4日間に渡り、サンフランシスコにて開催された。今年で8回目となる今回は「Get there. /
Destination: UTILITY」をテーマとし、お客様にサービスを提供する上でユーティリティ コンピューティングがITシステムイ
ンフラの一つの到達点となるべきであると訴えた。

「VERITAS VISION 2005」
開催＆基調講演レポート
「VERITAS VISION 2005」
開催＆基調講演レポート

新しいIT時代へ
～通貨としてのデジタル情報～



転も、すべてがデジタル情報の交換

によって行なわれるようになり、商

取引のすべてがデジタル化されてい

るのが現状だ。ここに至って、（デ

ジタル）情報は通貨同様の信用力と

価値を持つようになった。もっとい

ってしまえば、情報は通貨と同値の

存在となったのだ。

この新しい「情報経済」を支える

ために、情報にはセキュリティとア

ベイラビリティが求められる。通貨

同様に安全に保管され、流通する必

要があるし、必要なときにいつでも

利用可能でなくてはならない。そう

でなければ、企業の経済活動に致命

的な遅滞が生じてしまうことになる。

アクセスを保証し、リスクを低減

する、という要求に対する答えが、

セキュリティとアベイラビリティを

共に高めることで、それはセキュリ

ティ技術を持つシマンテックと、ア

ベイラビリティを高める技術を持つ

ベリタスソフトウェアの合併によっ

て実現される。これこそが、両社の

合併によってもたらされる価値であ

ることを明らかにして、講演は終わ

った。

３日目の基調講演にはシマンテッ

クのCEOのジョン トンプソン氏が

登壇し、現在のインターネットが直

面している脅威の現状について紹介

した。

氏はまず講演の冒頭で、自身のキ

ャリアが IBMでストレージに関わ

る業務から始まっ

たというエピソー

ド を 紹 介 し て 、

VERITAS VISION

への参加がいわば

原点に戻るような

ものだと語った。

その後、氏は 2003

年に急速に蔓延し、

多数の企業の活動

を停止に追い込ん

だSlammerの例を

挙げて、攻撃される可能性のある脆

弱性が報告されてから実際に

Slammerが蔓延するまでの期間の

短さや、インターネットの大半に感

染を拡大するまでに掛かった時間の

短さを指摘し、セキュリティへの対

応は、企業活動を継続する上で避け

ては通れない緊急の課題になってい

ると訴えた。そして、情報の

Integrity(完全性)を確立することが

重要だと語った。また、ベリタスソ

フトウェアとの合併についても、セ

キュリティとアベイラビリティの両

立という観点からその価値の大きさ

に改めて言及した。

また、氏はビジネス環境の変化は

卓越した個人や企業がリーダーシッ

プを発揮することで実現してきたこ

とを、フォードによる大量生産の確

立などを例に挙げて紹介した。コン

セプトは古くからあったが、その実

現はフォードの出現を待たなくては

ならなかった。同様に、合併後の新

生シマンテックは勇気をもってリー

ダーシップを発揮し、ITインフラに

セキュリティとアベイラビリティの

融合をもたらすと宣言した。さらに、

この融合は、エンタープライズITに
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カンファレンスにて基調講演を行うゲイリー ブルームCEO

セキュリティとの統合による分野

エンタープライズITの大革新
～セキュリティとアベイラビリティの

融合に向けて～



の運用管理の現状が

根本から変革される

と語った。

今年の V I S I O N

USはベリタスソフ

トウェアとしては最

後のVISIONとなる

であろうが、これか

らの新しい統合され

た新生シマンテック

への大きな布石とな

るイベントとなった。ベリタスソフ

トウェアの提唱するユーティリティ

コンピューティングの到達点とシマ

ンテックが提唱する Information

Integrityとが融合され、セキュリ

ティとアベイラビリティが統合され

た他には類のない、まさにこれから

の新しい IT時代の根幹をささえて

いくソリューションを提供する企業

として生まれ変わろうとしている。

本イベント全体を通じて感じられた

空気は、いまだかつてない、ソフト

ウェア業界における最大の統合を目

前にした期待感で満ち溢れていた。とってはまさに革新的な変化であ

り、この革新によって ITシステム
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株式会社シマンテックCEOのジョン トンプソン氏

●ベリタスソフトウェアのここ数年
のブランド力の高まりについて
「ベリタス」というブランドの認

識は、この数年間で非常に高まった

と思う。特に、エンタープライズ市

場でのユーザーに対してはよく知ら

れるようになった。数年前には、

“NetBackup”や“Backup Exec”

という商品名が、ベリタスソフトウ

ェアという企業名よりもずっとよく

認知されていた。しかし、現在では、

企業向けの環境要件としての「シス

テム アベイラビリティ」や「デー

タ アベイラビリティ」といった概

念がベリタスソフトウェアという企

業名とベリタスのブランドと密接に

関連し、個々の製品名よりも高い認

知を得ているといえるだろう。今回

の合併の後でも、いくつかの製品に

関しては“VERITAS”という名前

が製品ブランド名として継続使用さ

れることになる。たとえば、

“ VERITAS File System” や

“VERITAS Cluster Server”など

の主要製品に関してだ。企業名がシ

マンテックに変わっても、製品名や

ブランド名には“VERITAS”とい

う名前が残ることになる。

合併後の新会社はシマンテックと

いう名前になるが、この決定にはい

くつかの要因があった。まずは形式

的な理由で、法的にはシマンテック

がベリタスソフトウェアを買収する

という形式になっているからだ。一

方、最大の要因としては、シマンテ

ックという名前がコンシューマ市場

では極めて大きな知名度を持ってい

ることだ。コンピュータ ストアに

行けばシマンテックのロゴの付いた

黄色のパッケージを多数目にするこ

とになる。ユーザーはブランド名を

信頼してシマンテックの製品を購入

する。一方、エンタープライズ ユ

ーザーは製品自体の能力／機能を重

視して購入を決定し、ブランドの意

味や重要性はコンシューマ市場とは

異なる。こうした合併では、両社の

名前を組み合わせた新社名を創る例

も多いが、われわれはコンシューマ

市場で認知されたブランドであるシ

マンテックの名前をそのまま維持し

た方がビジネス上有利だろうと判断

した。ふつう名前をどちらにするか

という決定には感情的な要素が絡む

が、今回の合併はこうした感情的な

問題を引き起こすことはなく、ビジ

ネスの観点から決定されている。

●合併の意味とその価値について
エンタープライズ ソフトウェア

ベリタスソフトウェアコーポレーション
会長兼社長兼CEO ゲイリーブルームインタビュー

ゲイリー ブルーム、シマンテックとの合併について語る



企業であるベリタスソフトウェアが

コンシューマ ソフトウェア企業の

シマンテックと合併してうまくいく

のかと繰り返し聞かれるが、これは

シマンテックに関するよくある誤解

に基づいている。シマンテックはコ

ンシューマ ビジネスを手がけてい

るが、その比率は 50%ほどで、残

り50%はエンタープライズ ビジネ

スだ。ベリタスソフトウェアは

100%エンタープライズビジネスの

会社で、全世界に顧客を持つ。シマ

ンテックは全世界のコンシューマ市

場で大きなシェアを持つ。この両社

が合併することで、売り上げ構成比

はコンシューマ ビジネスが 25%、

エンタープライズビジネスの 75%

の会社を目指す。もちろんコンシュ

ーマ ビジネスにも注力していくが、

比率としてはエンタープライズ ビ

ジネスの方が主となる。

製品の統合は時間を掛けて進めて

いくが、初期にはパッケージングや

バンドリングによって統合される。

具体例としては、アンチウィルス、

アンチスパム、バックアップ、コン

プライアンス、ストレージ マネー

ジメントなどの機能をバンドリング

してMicrosoft Exchange向けに提

供する製品が早い時期に投入される

予定だ。その後、バンドルされた製

品のデザインの統合などを進めてい

く。こうした対応は短時間で可能と

なる。一方、ベリタスソフトウェア

の製品にシマンテックのセキュリテ

ィや脆弱性に関する知識を活用して

いくことは、もう少し時間を掛けて

取り組んでいくことになる。コンピ

ューティング環境においても、ウィ

ルスや脆弱性に関するシマンテック

の知識は豊富だ。セキュアなネット

ワークや、プロビジョニングを行な

う際の堅牢なサーバーの構成などの

知識も得られる。両社の統合には大

きなシナジー効果が期待される。シ

マンテックの技術によってセキュア

な環境が構築され、ベリタスソフト

ウェアの技術はその環境で高可用性

を実現する。この2つが高度に統合

される。

競合企業が「シマンテックとベリ

タスソフトウェアの合併には困難が

伴う」とか、「企業文化の異なる二

社の合併はなかなか成功しない」と

いったコメントをするのは当然想定

されることだ。しかし、現実には両

社の企業文化には相違点よりもむし

ろ共通点の方が多い。エンジニア間

にもさまざまな協力関係が成立して

いるし、営業分野でも同様だ。合併

が発表されてからの数週間でマーケ

ティング面でも協力関係が築かれ、

対外的なメッセージが統一されるな

どの成果が出てきている。両社とも

純粋なソフトウェア企業であり、ハ

ードウェア企業とソフトウェア企業
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難だ。データのすべては外

部からでも内部からでもア

クセスされ、単にデリバリ

ーの手法が異なるだけの違

いである。このデータに対

して、これまでベリタスソ

フトウェアが取り組んでき

たように“どのようにアベ

イラブルにするか”、また、

シマンテックがやってきた

ように“どのようにセキュ

アにするか”ということは、どちら

も共に必要な要素となる。

シマンテックのセキュリティ技術

はネットワーク ベースのアプロー

チで、ネットワーク トラフィック

のスキャニングや、サーバーやスト

レージ、ドキュメントを直接解析す

る手法が中核となっている。この技

術によって、ユーザー企業はネット

ワークにセキュリティ ポリシーを

適用し、ストレージに格納されるコ

ンテンツをセキュアにすることがで

きる。また、こうして格納されたセ

キュアなコンテンツにアクセスする

際にも、シマンテックの技術によっ

てセキュリティを維持されたネット

ワークが使われる。長期的なビジョ

ンとしては、ネットワークにベリタ

スソフトウェアの技術を適用してア

ベイラビリティを高め、ストレージ

にシマンテックの技術を適用してセ

キュアにしていく。この両社の技術

を組み合わせることで、新しいユー

ザーメリットが実現できる。一夜に

してすべてが変わるというものでは

ないが、セキュリティが確保された

環境で、セキュアなコンテンツをス

トレージに格納する、というコンセ

プトが提供できるようになる。

両社の統合の成果の最初の例とし

ては、近々リリースする予定の

Microsoft Exchange向けのパッケ

ージ製品が挙げられる。可用性、ア

ンチウィルス、アンチスパムといっ

た機能をパッケージ化して提供する

ものだ。エンタープライズ環境での

Windowsの利用状況を見てみると、

ユーザーはMicrosoft Officeを使用

し、各コンポーネントは共通のイン

ターフェイスをもち、すべてを同時

にインストールするか個別にインス

トールするかを任意に選択でき、生

産性を高めている。同様にわれわれ

も、Exchange用にソフトウェア バ

ンドルを提供し、共通のインストー

ラ、共通のデザインといった、管理

者の生産性を高める機能を提供す

る。可用性、アンチウィルス、アン

チスパム、セキュリティ、コンプラ

イアンスへの対応機能やその他の

E-mail用の環境といったものがす

べて統合され、両社のそれぞれの技

術が組み合わされた、きわめて強力

なソリューションとして提供され

る。ユーザーは現在、メールの量自

体やウィルス／スパムのあまりの多

さに苦しみ、新たに浮上したコンプ

ライアンスへの対応も迫られ、メー

ルシステムの管理が困難になりつつ

ある。米国やヨーロッパではすでに

動きが出ている。日本やアジア各国

でもすぐに同様の状況になり、グロ

ーバルな要件となるだろう。

合併に臨んでの現在のビジョン

は、「ユーティリティ コンピューテ

を一緒にするほどの違いはない。

両社が合併して巨大になることで

意志決定の速度が鈍るのではという

懸念も聞かれるようだが、上級管理

職にはやはり相応の能力が求められ

ることになるのは確かだ。しかし、

私自身はオラクルで2万人規模の組

織を運営していた経験があるし、シ

マンテックのジョン トンプソン氏

を始め、多くのトップ エグゼクテ

ィブは IBMで大組織の運営を経験

した人材が揃っている。われわれの

過去のリーダーシップの経験からす

れば、合併後の新会社の規模はむし

ろ小さいといえる。競合他社が懸念

を表明するというのは、彼らが合併

後の新会社のマネジメント チーム

を恐れているということの証明であ

り、むしろよい兆候だろう。

●セキュリティとアベイラビリ
ティの融合について
現在では、企業が保有するデータ

を「外部データ」と「内部データ」

に分けることは不可能だし、ネット

ワークを「イントラネット」と「イ

ンターネット」に分割することも困
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“ベリタスとシマンテックの合併は「協力的な合併」
である”と語るゲイリー ブルームCEO



ィングにセキュリティを付け加え、

CIOに“自動化”を提供する」とい

うものだ。そして、CIOのゴールは、

「情報の Integrity(完全性)の実現」

だろう。情報の Integrityを、ユー

ティリティ コンピューティングの

中で実現していく。名称は変更され

るかもしれないが、この方向性が最

終的なビジョンである。

なお、ベリタスソフトウェアは数

年前にコンシューマ市場向けに製品

を投入することを止めている。理由

は、ベリタスソフトウェアはエンタ

ープライズ市場向けの企業であり、

コンシューマ市場向けにマーケティ

ングしていく力が弱かったからだ。

しかし、シマンテックと合併するこ

とにより、シマンテックが有するコ

ンシューマ市場へのアプローチ能力

を活用することができるようにな

る。そこで、かつてベリタスソフト

ウェアがコンシューマ市場に投入し

ようとしていた製品が今後復活する

可能性がある。むしろ、「これから

検討する」という段階ではなく、実

際には「まだ公式にアナウンスして

いない」という段階だと言ってよい

だろう。

●合併にむけてのプロセスと今後
について
統合の最初の数ヶ月間は、ユーザ

ー企業に混乱を与えないようにする

ことを優先していく。経営の統合に

ついては、当初の段階では個々の製

品グループがそれぞれ独立にシマン

テックのCOOであるジョン シュワ

ルツにレポートする、という形から

始める。私自身はサービスやマーケ

ティングを担当する予定だ。そして、

18ヶ月くらいの時間を掛けて徐々

に独立した製品グループを統合し、

共通のマネジメント フレームワー

クの中に位置づけていく。これがイ

ンテグレーションフェーズとなる。

両社の合併によって、現時点で考

えられるすべての要素が揃う。企業

規模は拡大し、ソフトウェア企業と

しては世界第４位、インフラ ソフ

トウェアを提供する会社としては世

界最大、インフラ ソフトウェアの

さまざまな分野でカテゴリー リー

ダーだという企業になる。今後ます

ます取り組みを強化する可能性のあ

る分野としては、ネットワーク管理、

システム管理、サーバー管理、アプ

リケーション　サーバー、メッセー

ジング　サーバーなど、さまざま考

えられるが、当面の課題はCIOが

抱える問題のうち、1番目と 2番目

の問題をまず解決することだ。つま

り、「環境をセキュアにすること。

環境をアベイラブルにすること」に

まず取り組む。この最大の問題に、

世界最大の企業となる新会社が最先

端の技術を活用して取り組むことに

なる。そのため、今後数年間われわ

れのポジションはすばらしい位置に

あり、特別なアクションを起こす必

要はない。すでにすばらしいビジネ

スが待っている状況だと思う。

形式としては、シマンテックがベ

リタスソフトウェアを買収するとい

う形になっているが、これは法的に

は一方が他方を買収しなくてはいけ

ないからで、実体としては両社対等

の合併と言ってよいだろう。合併後

の所有権の比率は60:40であり、役

員もシマンテックからの6名とベリ

タスソフトウェアからの4名で構成

される。どちらがどちらを買うのか、

ということよりも、われわれはこれ

までと違うことを遂行するために合

併し、顧客の大きな問題を解決して

いくために一緒に取り組んでいく。

両社とも市場で確固たるポジション

を占め、それぞれ非常に信頼されて

いる企業だ。この両社が統合するこ

とでより一層強くなる。両社のよい

点を集めてよりすばらしいものを作

るのである。

オラクルとPeople Softの合併と

の違いは多数あるが、最大の違いは、

オラクルとPeople Softがいわば

「強制的な合併」で、攻撃的、暴力

的であるのに対し、我々の合併は

「協力的な合併」であることだ。研

究開発の観点では、これまで

People Softが開発してきた成果は、

そのほとんどがオラクルがこれまで

開発してきたものと重複する。一方、

シマンテックとベリタスソフトウェ

アの場合、補完的な合併と言うこと

もあって重複分野はごく少ない。わ

れわれが行おうとしているのは、2

つのチームの優劣を決めることでは

なく、相互の力を活用しあい、2つ

の資産を統合して顧客により良いも

のを提供することだ。製品を取捨選

択するのではなく、それぞれの製品

をより良いものにしていく、という

方向性でアプローチしている。

日本市場でも、新生シマンテック

に期待してもらいたいと思っている。
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