エンタープライズIT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

特別企画

IBM のテクノロジー・バリューの歴史には輝かしいものがある。IBM の研究開発投資の羅針盤となる GTO（Global
Technology Outlook）において、2006 年のキーワードとして イベント・ドリブン・ワールド の到来を予測した。本稿で
は、その概要とそれを支える３つの主要技術を紹介する。
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盤をいかに管理するかも重要である。
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図 4 イベント・ドリブン・ワールドのビジネス駆動型開発サイクル(Rational 製品群)
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図 5 IBM/SOA リファレンス・アーキテクチャー

す。
」（玉置良章氏）という。

うに、IBM では NTT グルー

IBM は、コンポーネント化のコ

プへの対応強化・スピード

ンサルティングから開発サービス、

アップを図るために専用

IT サービスマネジメントを含めた

Web サイトを開設し、e メー

トータルサービスを提供している。

ルマガジンなどによる情報

複雑なビジネス・サービスを効率的

提供や Web 販売に積極的に

に構築するための IBM/SOA リファ

取り組んでいる。

レンス・アーキテクチャーを図５に

今回紹介した IBM テクノ

示す。IBM/SOA の中核となるのが

ロジー・バリューに関して

WebSphere 製品群で、ESB（エン

も、去る 11 月１日より特集

タープライズ・サービス・バス）を

記事を掲載している。特集

中心に、機能ごとに様々なコンポー

記事は、毎週水曜日に更新

ネントを提供している。

され、12 月 20 日までの８回にわた

画面 2 特集記事掲載画面

されることとなっている。

IBM では、すでに個別業界ごと

って最新の IBM のテクノロジー動

輝かしい歴史を歩み続けるIBMテ

の取組みを進めており、通信業界に

向及びその成果などが紹介される予

クノロジー・バリューや今後の世界

おいてもグローバルでテレコム・ソ

定だ。特集記事は、NTT グループ

観の予測を知るためにも、NTTグル

リューション・センターを４拠点

企業のエンジニア・研究者に向け、

ープ専用サイト（http://www.ibm.

（米国、フランス２拠点、北京）に

IBM テクノロジーの本質を広く伝

com/jp/easyaccess/ntt/）を活用され

配置し、メガ・キャリアの顧客に対

えることを目的にしており、かなり

ることをお薦めしたい。

し、次世代サービスを担うプラット

中身の濃い内容となっている。

フォーム構築の支援を行っている。

●お問い合せ先●

また、連載終了の 12 月 20 日には

専用 Web サイトの特集記事で
IBM テクノロジー・バリューを紹介

NTT グループ向けにテクノロジ

８月号と 11 月号でも紹介したよ

る予定で、詳細は専用サイトで告知

ビジネスコミュニケーション

ー・バリュー・セミナーも開催され
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