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ITインフラの多様化とサービス化

■交代するプロセッサの主役
テクノロジの進化は飽くことなく，

さらなる計算力，プロセッサパワーを
要求しています．近年のテクノロジの
進化，例えばAI（人工知能）におけ
るディープラーニングや，自動運転，
VR（Virtual Reality）による没入体
験の提供，IoT（Internet of Things）
による膨大なデータの収集と分析，こ
れらすべてがプロセッサパワーにより
実現されてきました．

プロセッサメーカは高い計算力の要
求にこたえるべく激しい開発競争を続
けています．汎用的なプロセッサであ
るCPUが計算力を伸ばし続けた時代は
数年前に終わり，あらゆる方面で並列
処理プロセッサ，特にGPU（Graphics 
Processing Unit：画像処理装置）の
採用が進んでいます．AIの領域では
GPUがCPUに比べ10倍以上の効率化
を実現したことから事実上の標準に
なっています．

GPUはその特性を活かすソフト
ウェアライブラリの充実と相まって，
本業の画像処理から高度な科学技術計
算まで活用の幅を広げています．スー
パーコンピュータの世界ランキングで

あるTOP₅00で上位を占める機器にも
GPUやそれに対抗するメニーコアプ
ロセッサが採用されています．こうし
た並列処理に特化したプロセッサはそ
の進化も続いており，当面は計算力の
主役は揺るがないことが予測されます

（図 ₁ ）．
■多様化するプロセッサ

一方でGPUのパワーですら飽き足
らず，さらなる高速化を求めてFPGA

（Field-Programmable Gate Array：
プログラミング可能な集積回路）と呼
ばれるプロセッサを用いる例もありま
す．FPGAは後から自由に何度でも書
き換えてロジックを変更できる点が特

長で，極めて特殊な用途に特化したプ
ロセッサを数個だけつくることも可能
です．

また，低消費電力と処理能力を高い
レベルでバランスさせたスマートフォ
ンのプロセッサを活用する動きも注目
されており，ドローン，コネクティッ
ドカーといったIoT機器にまでその活
用の範囲を広げています．

目的特化型の専用プロセッサを独自
に設計 ・ 生産し活用する例として，あ
る企業は浮動小数点演算の計算精度を
一般的なレベルより抑えてもディープ
ラーニングでは十分に活用できるとい
う知見を活かし，低消費電力のプロ
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図 1 　ITインフラの多様化とサービス化

技術トレンド「ITインフラの多様化とサービス化」
「コラボレーションデザイン」

AI（人工知能）やIoT（Internet of Things）に必要な莫大な計算能力を満
たすため，これまでの汎用型だけでなく目的特化型の新たなITインフラが
登場しています．また，API（Application Programming Interface）エコノミー
の進展やUX（User Experience）デザインの興隆は，革新的なサービス創
造とその継続的な進化を容易にしています．本稿では，NTT DATA 
Technology Foresight 2017で取り上げた 8つの技術トレンドから「ITインフ
ラの多様化とサービス化」と「コラボレーションデザイン」を紹介します．
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セッサを独自開発しました．
このような新たなプロセッサの特徴

は，プロセッサの特性を活かすソフト
ウェアの開発が重視される点にありま
す．特に現在主流の並列処理はソフト
ウェアの支援がなければ成り立ちませ
ん．こうしたソフトウェアの開発は難
度が高いため，プロセッサメーカは，
ライブラリと呼ばれるソフトウェア部
品を充実させ，ソフトウェア開発者が
より簡易にプロセッサパワーを利用で
きるよう支援するとともに，コミュニ
ティとの連携を深めてより多くの利用
者を増やすことに注力しています．
■多様化するアーキテクチャ

システムアーキテクチャもプロセッ
サ同様に多様化しています．エッジコ
ンピューティングは現場（＝エッジ）
にある膨大なIoT機器を活用し，これ
までにない柔軟で動的な処理の分散を
可能にするアーキテクチャとされてい
ます．現場で迅速な処理が必要な場合
や収集される情報の蓄積や圧縮が求め
られる場合はエッジ側で処理しつつ，
センタ側との連携も必要に応じて行っ
ています．

分散型台帳技術であるブロック
チェーンはBitcoinを支える基盤技術
の 1 つとして注目され，その特性を活
かしたユースケースを求めてさまざま
な試みが続けられています．ブロック
チェーンを用いれば，ネットワーク上
に分散してデータを共有しつつ改ざん
防止が可能で，中央集権型の堅牢な
データベースを構築する必要がない点
で革新的といえます．
■柔軟な選択肢の活用

このように多様化 ・ 複雑化したプロ
セッサ，それを活かすアーキテクチャ，
これらをまとめたシステムインフラを
使いこなすことは，新しい技術を活用
したビジネスアイデアを実現するため

には欠かせません．しかしこうしたシ
ステムインフラは，必ずしも所有する
必要はありません．急速に進化するク
ラウドが，多様化するインフラを高速
に取り込んでいます．さらにサーバレ
ス ・ アーキテクチャのようなクラウド
ゆえに生まれた新たな効率化の手法も
存在し，インフラの準備や性能設計を
考慮せずにサービスを立ち上げること
も可能になりました．必要なときに必
要な量を確保し，いつでも撤退できる
というクラウドの利点をより広範囲に
活用できる時代の到来は，ビジネスに
おけるシステムインフラの活用に柔軟
な選択肢をもたらしています．
■利用者に求められる変化

一方でこれまでより多様化し複雑化
したインフラを使い込むために，利用
者にもより多くの知識やノウハウが必
要です．ソフトウェアとの協調によっ
て高速化を実現している現在のプロ
セッサは，ひとたび性能問題が起これ
ば単なるスケールアップ ・ スケールア
ウト手法では改善が難しいものです．
クラウドが柔軟で多様な選択肢を提示
するがゆえに，どのサービスを適用す
るかの判断は難しく，さらにビジネス
の視点を交えてシステムインフラを検
討できる人材の育成はますます求めら
れています．

コラボレーションデザイン

■APIエコノミーの浸透
サービスの生み出し方は近年大きく

変わり，アイデアをビジネスとして実
現させるスピードが極めて速くなりま
した．その例として知られているのは，
自家用車とその所有者をタクシーとド
ライバに仕立てて報酬を提供するライ
ドシェアサービスをいち早く実現し急
成長した企業です．サービスを開始す
るスピードを速めるために，彼らはス

マートフォンのアプリケーションとそ
の関連部分以外は，既存の他社サービ
ス をAPI（Application Programming 
Interface）連携の活用により組み込
みました．このインターネットを経由
した既存のサービスの簡易な連携，

「APIエコノミー」と呼ばれる仕組み
により，素早いサービスの立ち上げと
安定した品質の提供を可能にしたの 
です．

サ ー ビ ス 開 始 後 のUX（User 
eXperience）の継続的な改善もまた
ITの活用で加速しています．例えば
UI（User Interface）の改善案を稼動
中のWebの一部に反映して顧客の反
応を確認する分析ツールもAPI連携で
提供されています．運用段階も含め，
ライフサイクル全体でサービスを常に
改善していく本来のUXデザインが，
API連携の提供によりスピードと容易
さを持って実現されています（図 2 ）．
■IoTプラットフォームで加速する
APIエコノミー
IoTの普及がビジネスの生み出し方

をさらに次の段階に進化させていま
す．各社が提供を開始したIoTプラッ
トフォームでは，多種多様なIoT機器
1 つひとつに対するネットワークを
含めた統合的なマネジメントシステ
ム，それらの機器と連携するサーバ側
システム，収集された情報の加工 ・ 分
析システムが組み合わされています．

さらにIoTプラットフォームをオー
プンに展開する動きも期待されていま
す．現在のIoTプラットフォームの多
くは情報の活用の範囲を各企業の内部
に閉じています．今後はIoTプラット
フォームで取りまとめた情報，管理し
ているIoT機器の束をオープンに公開
して外部に提供することで新たなビジ
ネスが生まれるでしょう．

2017年 1 月に開かれた家電ショー
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（CES 2017）では，展示された実に
700ものIoT製品が，クラウド型音声
対話インタフェースとのAPI連携を実
装して発表され，IoTプラットフォー
ムの可能性が示されました．スマート
スピーカとして家庭に浸透し，音声認
識の実績を積んだ音声対話インタ
フェースがAPI連携サービスとして提
供され，冷蔵庫 ・ 掃除機といった家電
から自動車などすでにあったIoT機器
に連携させることで，IoT機器が音声
対応サービスにアップグレードされま
した．しかもこの音声対話インタ
フェースはすでに₄000ものサービス，
あらゆる物販から出前の予約，宿泊予
約，タクシー呼び出しなどと連携して
います．今後こうした多数のサービス
とサービスがさらに連携し，よりス
マートな体験を提供するプラット
フォームに成長する可能性が高まって
います．業種や業態を超え，スタート
アップ企業から大企業まで活用する
APIエコノミーの範囲がIoTにまで拡
大している事実を象徴する事例といえ
るでしょう．
■ITによるUX革新とその継続

サービスはITの力によって，より
自然なUXを追求できる段階に入って

います．既存のやり方に慣れた人間で
は発想が難しい新たなUXのかたちも
提唱されています．

例えば，北米の大手通販会社がデモ
を公開した「レジのないスーパー」は
これまで慣れ親しんだUXをIT技術で
完全に書き換えた事例として挙げられ
ます．店舗に多数のIoT機器，カメラ
やセンサが備え付けられ，店内での顧
客の位置だけでなく，棚に手を伸ばし
て商品を手にする動作，迷って棚に戻
した動作，といった顧客の動きをト
ラッキングします．顧客は必要な商品
を手に取りそのまま店を出るだけで，
何をいくつ購入したかがスマートフォ
ンに表示され，決済が完了しています．
従来のレジで会計をするという行為は
必然なのかという問いが生み出した
UXの革新であり，その革新は発展す
るIT技術が可能にしたといえるで
しょう．

UXの革新はIT技術そのものにも及
ぶと考えられます．例えばスマート
フォンでは，平面な画面にとらわれず
VRやAR，プロジェクションマッピン
グなどを駆使したインタラクションが
進むでしょう．現在のインタフェース
を改めて問い直し，より人の脳による

直感的な見る ・ 話す ・ つかむといった
動きにあったUXへの革新があり得る
のではないでしょうか．

またITによるUX革新は，IT技術の
無秩序な導入とは異なります．技術的
に可能ならまずやってみるというイン
ターネット発祥のビジネスが持つダイ
ナミズムは，ユーザのフィードバック
を受けて後退することもあり得ます．
例えば，ユーザを特定商品の購買に向
かわせる人間工学を駆使した仕組みが
取り入れられる可能性もありますが，
こうしたアイデアが果たして適切で
しょうか．たとえそのようなサービス
が世に提供されたとしても，ユーザ
フィードバックを得て改善を繰り返す
真のUXのサイクルが実現されるなら
穏当な仕組みに取り換えられるでしょ
う．ユーザを見つめた，継続的で真摯
なUX革新こそが人とITのコラボレー
ションデザインの姿といえるのではな
いでしょうか．
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図 2 　コラボレーションデザイン


