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NTTデータ２０年の歩みと今後の展望

特集

●日本ヒューレット・パッカード

ビジネスに直結した次世代 IT 基盤
「HP Adaptive Infrastructure」
創立 20 周年を迎える NTT データ
は、日本最大のシステムインテグレ
ータとして、わが国の IT 業界を牽
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これまでの企業の IT 基盤は、業

となる IT 基盤の整備が求められて

ッカード（以下、日本 HP）は、グ

務の効率化や省力化を目的に整備・

いる。しかし、IT 投資のおよそ

ローバルで活躍する数少ないテクノ

構築されてきた。そのため、部署や

70 ％が既存の IT 基盤の管理・運
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も有数の機能・性能を誇るシステム
を構築した。

イノベーション&
新たなサービス

・ IT基盤の管理・維持費の増加
・ アプリケーションの氾濫、頻繁なカスタマイズ、
利用率の低いサーバ
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・ 基幹業務のサービスレベルを満たすための労力

そして今、システム構築の豊富な
経験をベースに、ビジネス成果に直
結した次世代 IT インフラ「HP
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・ 人員削減の方向性に反して、減る兆しのない現場
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Adaptive Infrastructure」の実現

・ ビジネスリスクにより要求が高まるコンプライアンス
への対応
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・高まるウィルスの脅威、セキュリティリスクに
さらされるIT基盤
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イノベーションのために
十分な予算がない。
レガシーなインフラに費や
される多くのメンテナンス。

ナーシップをより一層強固なものに
している。
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図 1 IT 部門が抱えている課題と IT 投資の現状
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へ、目的を業務の効率化・省力化か
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IT 投資の比率をメンテナンス型か

ビジネス成果を創出するために最適化された次世代型

ら「イノベーション型」へと変革し
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図 2 次世代 IT 基盤における課題の解決手段
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次世代 IT 基盤の理想形
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◆経営リスクの低減
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ス）として共有化されるようになる。
ビジネス成果

コスト削減

リスク低減

インフラストラクチャ
に対する要求

運用コスト

サービス品質

IT基盤を最適化

IT基盤を管理

ビジネス成長

例えば、アプリケーションや実行環

変化に適応するスピード

境からリソースの要求があれば、リ
ソースプールから仮想化技術を使用

インフラストラクチャ
イニシアチブ

ITサービスデリバリ
を自動化

して必要量のリソースを供給する。
そしてアプリケーションでの処理が

主要なイニシアチブ
・サーバ、ストレージ
環境の標準化

・管理プロセスとツール
の標準化

・ ITリソースの共有化

・基盤の統合化、仮想化

・ IT基盤の信頼性の確保
（セキュリティ、可用性）

・ ITサービスの標準化

・適正水準に基づく継続
性・可用性の確保

完了した場合には、余剰リソースが

−サーバ、ストレージ

随時リソースプールに返却される。
このように自動的なリソース循環を
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・ビジネス要求の満たす
IT基盤

実現することで、最適なリソース配

サプライチェーンの
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分がなされ、ビジネスからの要求に
対してスピーディーな対応が可能と

図 3 ビジネス成果の最大化に向けた IT 基盤の変革

なる。

⑥自動化：最適な IT サービスを動

次世代 IT 基盤の構築に必要な
製品＆ソリューションを提供

的に提供する基盤の自動制御

図４は、AI の運用タスクの一例
である。仮想化された IT 環境に対

HP は、この６つの分野に注力し
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キャパシティ計画を行う「キャパシ

また AI によって、これまで分散

テ ィ 管 理 」、 影 響 範 囲 を 把 握 す る

HP自身の経験に基づいたAIでは、

① IT システム＆サービス：拡張性
や、高可用性に優れた業界標準の製

していた IT（余剰なリソース）が、 「障害管理」の 3 つの管理タスクの

品による柔軟な構成を実現、また経

プール化された IT（適正なリソー

験に裏打ちされたシステム構築のた

ーティング環境

ログ機能
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仮想リソース

③管理： IT 基盤の信頼性を確立す
るために、様々なコンピューティン

物理リソース

監視・測定
通知機能
構成変更の実行

体におよぶ省電力・高効率コンピュ

運用ツール

運用タスク
実行環境

Access Security

ドウェア、さらにデータセンター全

統合された運用環境

仮想化されたIT環境

めの様々なサービス
②電源＆冷却： CPU 単体からハー

一元管理に重点を置いている。

アドバイザ
分析・判断
自動化ツール

構成ビューア
構成情報
インベントリ

グリソースを一元的に管理
運用タスク

④セキュリティ：企業やお客様にと
って重要となるデータの保全と情報
保護対策
⑤仮想化： IT リソースを最適に利
用するためのプール化・共有化
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図 4 アダプティブ・インフラストラクチャの運用タスク
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NTT データ様と
より一層強固なパートナーシップを
築いて参ります
日本 HP は NTT データ様の創立 20 周年を心よりお祝い
申し上げます。
同時に、今後の益々のご発展を祈念いたします。
NTT データ様は創立から今日までの 20 年間、日本最大
日本ヒューレット・パッカード株式会社

のシステムインテグレータとして、一貫して IT 業界の変

代表取締役 社長執行役員

革をリードされてきました。その実績と展望は、今日、

小出 伸一

NTT データ様が掲げているビジョン「Global IT Innovator
- 世界的視野とスケールで、IT を使って社会を変革してい
く企業。」に結実されていると思います。
HPは、NTTデータ様と長期にわたり強固なパートナーシ
ップを築いて参りました。これからも共に「世界的視野と

ジーです。従来の「IT」は、経営のためのテクノロジー
「B.T.（Business Technology）」に変化しています。
HP は、グローバルのスケールメリット、幅広い製品力、

スケール」で「ITを使って社会を変革していく企業」とし

最先端の技術力、そしてそれらを駆使したソリューショ

て、より一層強固なパートナーシップを築いて参ります。

ンをお客様にとって最適な形で提供して参ります。日本

今後の日本市場は、加速するグローバル化の波を受け、

HP のビジョンのキャッチフレーズである「期待の、その

不透明な経済環境が続くと予測されます。変化の時代、厳

先へ。日本 HP」の言葉どおり、お客様のニーズ、期待を

しい競争にさらされる多くの企業にとって、求められてい

捉え提案できる企業になるべく邁進する所存です。

るのは、経営に役に立つ、ビジネスに貢献できるテクノロ

割が大きくなってきた。ビジネスが

つことが求められてきている。これ

あって IT があるという「主従関係」

らの３つの点にアドレスした解決策

から、IT とビジネスを同じレベル

を提供すべく、HP は「Business

で見ることが求められてきている。

Technology」ソリューション・ポ

代とともに変化し、1990 年代以降

このように変化した環境では、IT

ートフォリオを定義した。また、こ

IT は、企業の実ビジネスの展開と

は、ビジネスの影響も視野に入れて

の定義に従い、HP は製品、サービ

密接に結びつき、IT はビジネスを

IT を位置づける「Business

スをポートフォリオとして整理し、

支える存在になった。現在は、この

Technology」という視点が必要に

必要な分野に、新製品、ソリューシ

状態がさらに進み、IT とビジネス

なってきている。すなわち、IT へ

ョンを整備し提供していく。

の結びつきが一層進んでいる。この

の投資がビジネスに与える成果をさ

※『i モード』は、NTT ドコモの登録商標です。

ため、IT のリスクがビジネスのリ

らに明確にすることが不可欠とさ

スクに直結し、また逆に、新しい

れ、これからの IT には「ビジネス

IT の技術を使った新規のビジネス

の成長の加速」、「リスクの低減」、

IT から B.T.（Business
Technology）へ
企業の中で IT の果たす役割は時

の展開による競合優位の獲得ができ

「コスト削減」という、ビジネスの

るなど、IT のビジネスに果たす役

世界で重要視される３つの尺度を持

ビジネスコミュニケーション

2008 Vol.45 No.5

お問い合わせ先
日本ヒューレット・パッカード㈱
カスタマー・インフォメーション・センター
TEL ： 03-6416-6660
URL ： http://www.hp.com/jp/
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