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特 集　 最新OSSソリューションと各社の取組み

ー　オープンソースソフト推進室

長房真広主幹エンジニア）

NTTソフトウェアが昨年９月よ

り販売している「ProgOffice（プロ

グオフィス）」は、単なるオフィス

の通信インフラではなくユビキタス

オフィス環境の実現を指向したモバ

イルセントレックスソリューション

だ（図１）。ProgOfficeは、

①携帯電話の内線利用で安定した高

い通話品質を提供

②NTTの通信事業により培ったノ

ウハウで、キャリアグレードの高

い信頼性を実現

③多くのメーカーや各社端末、そし

て多くの仕様に対応

④企業ニーズに合わせたカスタマイ

ズが可能な

高い拡張性

といった特長を

持つ。中でも最

大の特長は、モ

バイルセントレ

ックスシステム

の大きな課題と

されている“音

声が途切れる”

“電話がかから

ない”といった

通話品質問題を、無線制御技術を利

用した機能を独自開発することで解

決している点である。ProgOfficeで

は、モバイルセントレックスにおけ

る３つの通話サービス状態、すなわ

ち①無線リンク接続（無線LANと

しての接続がされていて、通話が行

われていない状態）、②無線通話の

開始から終了までの状態、③圏外・

無線リンク切断（無線LANとして

の接続がされていない状態）の３つ

の状態に応じた適切な対策機能を、

独自開発の無線制御技術によって提

NTTソフトウェアでは、2004年、

技術者の育成・支援、先端技術の蓄

積・提供を主要ミッションとする技

術センター内に、急速に適用領域を

拡大してきているオープンソースソ

フトウェア（OSS）への対応を強

化・加速する専門組織「オープンソ

ースソフト推進室」（以下、OSS推

進室）を設置した。OSS関連技術

者の育成・支援・交流、技術の蓄

積・技術提供、及び応用技術による

新商品の開発、さらにはNTT  OSS

センタと連携したNTTグループ会

社におけるOSS活用支援など、積

極的な活動を展開している。

「OSS推進室は、社内における

OSS対応の強化を目的に設立され

ました。現在、社内の L i n u x／

OSS環境プロジェクトに対する技

術支援、問合わせ対応、障害対応を

一元的に行うほか、新規プロジェク

トに伴うお客様へのOSS適用のメ

リット／デメリットの説明、リスク

分析をはじめとする提案活動も支援

しています。また、NTT  OSSセン

タの発足に伴い、同センタと連携し

たNTT事業会社へのOSS導入支援

やサポートも展開しています。」

（NTTソフトウェア㈱　技術センタ
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供している。

ProgOfficeは、革新的なユビキタ

スオフィスを実現するモバイルセン

トレックスソリューションとして発

売以来注目を集めているが、開発に

あたってはライセンス費用を含めた

コスト削減に加え、ベンダーにとら

われない柔軟性、各種オフィスアプ

リケーションとの連携による業務シ

ステムの拡張を考慮して、OSSを

活用している。具体的なOSSの活

用は、中核となるSIPサーバと無線

アクセスコントローラについて、

Linux、PostgreSQLを用いて開発

している。

NTTソフトウェアが構築・納入

した、関東地方の自治体における

バスロケーションシステムは、一部

を除き、フルオープンソースでイン

テグレーションを行っている。本シ

ステムは、図２に示すようにセンタ

の運行管理系各種サーバ及び営業所

の運行実績収集サーバを Linuxに

Apache HTTP Server、Tomcat、

PostgreSQLなど主要なOSSミドル

ウェアを組み合わせて構築した他、

バスに搭載する車載機についても組

込みLinuxを使用している。本シス

テムの開発プロジェクトメンバーで

もあった前出の長房真広主幹エンジ

ニアは、次のように述べている。

「車載機は、G P S 機能に加え

DoPa網と無線LANの両方に対応し

たモジュールで、結構開発には苦労

しました。車載機を含め、これだけ

多くの O S S

を活用して構

築した事例

は、あまりな

いと思いま

す。当初業務

端末もLinux

ベースにした

いと考えまし

たが、地図情

報の表示の関

係で断念しま

した。昨年

のシステム納入以来、OSSに起因

するトラブルはなく稼働していま

す。」

NTTソフトウェアのOSS推進室

では、今後これまで評価・検証して

きた結果を踏まえて、既存自社商品

のOSS環境への移行やOSSを駆使

した新商品の開発、さらにはOSS

を活用したシステム構築の導入から

運用までの各フェーズに対応したソ

リューションの展開を積極的に推進

していく方針だ。この点に関し、長

房真広主幹エンジニアは、「OSSの

選別・適用の判断は利用者側の自己

責任です。その意味では、OSSが

お客様側の選択肢の一つとして注目

を集めている現在、社内のOSS推

進室に対する期待は非常に大きいと

捉えています。また、技術センター

内部には、社内への高度な技術支援

を実施する先進技術力を持つテクプ

ロ（テクニカルプロフェッショナル）

チームがあり、ここにもOSSに精

通したエンジニアがいます。OSS

推進室では、2006年度は、数ある

O S Sの中から目利きをして、機

能・性能の評価及びOSS同士ある

いはOSSと商用製品の組合わせな

どの検証作業を行ってきました。今

年度は、その結果をベースに、前述

のテクプロやNTT OSSセンタと

も連携しながら、社内各プロジェク

トにおけるOSSの対応強化、既存

商品のLinux／OSS環境への移行、

新商品の開発に取り組んでいきたい

と考えています。特に注目している

の は セ ュ リ テ ィ を 強 化 し た

SELinux（Security-Enhanced

Linux）と、仮想化ソフトウェアの

Xenです。」と語っている。
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図2 OSSを活用したバスロケーションシステムの構成概要
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