
6 ビジネスコミュニケーション 2013 Vol.50 No.1

昨年１月号よりNTTグループにおけるOSS活用例

をご紹介してきた。OSSがいかに広範囲に普及し、

オープンイノベーションに貢献しているかをご理解

いただけたと思う。

１年間の連載を振り返るとともに、今後の取組み

のうち、開発支援に向けた取組みとグローバルに向

けた取組みについてご紹介する。

連載の最後にあたり、第１回でご紹介した「OSS

を活用したビジネスモデル」と各回の記事との関連

について、表１にまとめる。また、各回の内容とご

紹介したOSSを以下に示す。

第1回「オープンソースで切り拓く」

【内容】OSSの定義、OSSを

活用したビジネスモデル、

NTT OSSセンタの概要

【紹介OSS】Linux、KVM、

Xen、Apache、Tomcat、

J B o s s、P o s t g r e S Q L、

M y S Q L、H e a r t b e a t、

Pacemaker、Ultra Monkey、

Amanda、Crane

第2回「NTTのオペレーショ

ンを支えるOSS」

【内容】NTTグループの情報システムの特徴および各

システムへのOSS適用、NTT OSSセンタによる

OSSVERTおよびOSSトータルサポートの概要、

NTTコムウェアによるミッションクリティカルシ

ステムへのOSS適用事例

【紹介OSS】Linux、KVM、Xen、Apache、Tomcat、

JBoss、PostgreSQL、MySQL、Heartbeat、

Pacemaker、UltraMonkey

第3回「2011年に流行ったOSSとライセンス」

【内容】各ジャンルにおけるOSSのトレンド、OSSライ

センスの種類・分類、OSSライセンスとのつきあい方

【紹介OSS】Node.js、nginx、JBoss、GlassFish、

Tomcat、Apache、Rails、Spring、Grails、

Struts、HBase、Hadoop、MongoDB、CouchDB、

MySQL、PostgreSQL、Linux

第4回「空間情報システムのOSSへの展開」

【内容】NTT空間情報およびGEOSPACEの概要、地

図データの種類・特徴、OSSによるGISツールお
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1 はじめに
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ビジネスモデル 内容 関連記事 

サブスクリプション OSSそのものの保守サービスを販売 第6回、第9回 

技術コンサル OSS活用時のコンサルや導入支援を販売 第2回 

集客ツール 
デュアルライセンス OSSで集客し、商用版ライセンスを販売 

他プロダクト販売 OSSで集客し、商用製品やハードを販売 

効率ツール 

プロダクト組込 OSSを製品に組込み、開発コストを低減 第4回、第7回 

サービス基盤 OSSを活用して、開発/運用コストを軽減 
第2回、第3回、第5回、 
第6回、第7回、第8回、 
第9回、第10回、第12回 

教育 OSSの資格や教材を提供 

表1 OSSを活用したビジネスモデル
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よび活用事例

【紹介OSS】PostgreSQL/PostGIS、MapServer、

GeoServer/GeoWebCache（GWC）、OpenLayers、

QuantumGIS、GeoNetwork（GNW）

第5回「NTTコミュニケーションズにおけるクラウド

サービスでのOSS利用について」

【内容】クラウド市場の動向、BizCITYの概要、Biz

ホスティングの概要および利用OSS、Bizシンプル

ディスクの概要および利用OSS

【紹介OSS】KVM、CloudStack

第6回「Hinemosで実現するシステム運用環境の改善」

【内容】運用管理ソフトウェアの課題、NTTデータの

Hinemosへの取組み、Hinemosの構成・機能、

Hinemosの活用事例

【紹介OSS】Hinemos

第7回「オフィスツールにおけるOSS」

【内容】NTT-ATによるNTT研究所オフィスシステム

のOSS化への取組み、InfoMasterの概要、NTTソ

フトウェアのOSSへの取組み、ProgOfficeの概要

【紹介OSS】Linux、PostgreSQL、GCC、Heartbeat、

Crane、PPAS、Apache、Torque、Grails

第8回「Hadoopで実現するデータ利活用のプラット

フォーム」

【内容】NTTデータのHadoopへの取組み、データマ

ネージメントの変化、Hadoopの特徴、ビッグデー

タ活用のポイント

【紹介OSS】Hadoop

第9回「OSS利用によるシステム連携の実現」

【内容】Apache Camelの概要・特徴、NTTコムウェ

アによる Apache Camelの機能強化、Apache

Camelの適用事例

【紹介OSS】Apache Camel、Talend、ServiceMix

第10回「NTTデータにおけるM2Mクラウドでの

OSS利用について」

【内容】 X r o s s c l o u d の概要および利用事例、

XrosscloudにおけるOSS活用、OSS人財の育成

【紹介OSS】Linux、JBoss、PostgreSQL、Amanda、

OpenLDAP

第11回「コミュニティ活動によるオープンコラボレ

ーション」

【内容】企業・団体ユーザによるオープンコラボレー

ション、PGEConsの概要・活動内容、OCDETの

概要・活動内容、ODPGの概要・活動内容

【紹介OSS】PostgreSQL、OpenStack、OpenOffice.org、

LibreOffice、Apache OpenOffice 他

第12回「Grails/Groovyでソフトウェア開発の変化

に対応する」

【内容】GroovyとGrailsの特長と利点、NTTソフトウ

ェアのGrails/Groovyへの取組み・コミュニティ活動

【紹介OSS】Groovy、Grails

OSSセンタではこれまで検証済みOSSスタック

OSSVERT（*1）やOSS製品の保守サポートの提供に

より、方式設計・事前検証・システム構築時間の短縮

やトラブル解決の支援などに貢献してきた（詳細は第

２回「NTTのオペレーションを支えるOSS」を参照）。

現在、OSSセンタではソフトウェアライフサイクルに

おけるOSSの更なる適用領域拡大とそれによるTCO削減

を目的とした新しい取組みの１つとして、環境構築・試

験・運用領域へのOSSツール適用を実現する検討を行っ

ている。キーワードは「省力化」と「連携」である。

現状、システム環境の構築、運用はまだまだ手作業

が主流であり、台数の増加による稼働の圧迫、構成管

理情報の不一致等、構築・運用にかかわるリスクやコ

ストが増大している。また、システム構築後のアプリ

ケーションの試験や、サービス開始後のパッチ適用、

ミドルウェア更新に伴うデグレード試験も基本的には

手作業で検証項目を１つ１つ実施し、結果を確認する

といったプロセスを踏むので相当数の人員が必要で、

時間もかかる。これらの問題を解決するための２つの

取組み、「構築作業の省力化」と「試験の省力化」につ

いてそれぞれ説明する。

◆構築作業の省力化

Kickstart（*2）、Puppet（*3）の連携により、OSやミ
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3 開発支援にむけた取組み
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ドルウェアのインストール・設定作業を省力化する。

本組み合わせを用いれば、手動の場合にかかる構築時

間と比較して1/5程度に短縮が可能である。また、実機、

仮想化環境を問わず、設定情報のみを保存しておけば

いつでも短時間でシステムを再構築することができる。

さらに環境変更などにも柔軟に対応が可能である。

◆試験の省力化

Jenkins（*4）を中心に、Junit（*5）、Selenium（*6）

といったOSS試験ツールを連携し、アプリケーショ

ンの試験作業を省力化する。

さらに、前述の「構築作業の省力化」と「試験の

省力化」の連携により構築～試験までを一貫して自

動化することにより、例えば本番環境で障害発生時

に遅滞なく試験環境を構築、パッチを適用して、デ

グレード試験を走行・正常性を確認した上で、本番

環境に間違いなくパッチを反映する、といった一連

の手順を自動走行させることも実現する。

自動環境構築対象としては、OSSVERTモデルの構

築から取り組み、順次拡大してゆく。本取組みの特

徴としては、（1）仮想マシンだけでなく物理マシン

も対象としていること、（2）OSSによる安価な実現

を目指していること、（3）工程間連携の推進による

さらなる効率化の推進、の３点があげられる。

また本取組みにより、これまでのようにサービス

イン後、商用環境と同様の物理マシンを試験環境と

してずっと保存・維持しつづけるのではなく、必要

な時に共用リソースプール上で、迅速に試験環境の

構築、試験を行い、不要になったら削除する、とい

ったプロセスが実現可能となることで、機材の有効

活用、TCOの削減にも貢献できると考えている。

前述OSSセンタの取組みの成果は次年度以降、順

次提供していく予定である。

企業活動のグローバル化は加速する一方である。

スピードが求められるグローバルビジネスにおいて

は、商用製品のように調達や輸出等で頭を悩ませる

必要もなく、世界のあらゆる場所でダウンロードし

てすぐに使い始められ、人財確保の面からも世界中

から開発リソースを集めることができるOSSは、有

力な選択肢である。

OSSとグローバルというキーワードでは、NTTグ

ループ内でも様々な取組みが行われているが、ここ

では一つの事例としてNTTデータのインドにおける

取組みについて紹介する。

◆インドにおけるOSS人財事情

取組みの具体例に入る前に、インドにおけるOSS

人財事情について簡単に説明したい。

インドにおけるOSSエンジニア数は、商用製品の技術

者に比べると少ないものの18,000名を超え、OSSのスキ

8 ビジネスコミュニケーション 2013 Vol.50 No.1

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000 

0 
バ
ン
ガ
ロ
ー
ル 

プ
ネ 

デ
リ
ー
首
都
圏 

チ
ェ
ン
マ
イ 

ハ
イ
デ
ラ
バ
ー
ド 

ム
ン
バ
イ 

コ
ル
タ
カ 

図1 インド都市別OSS人財数（主要なもの）

4 グローバルにむけた取組み

（*1）OSSVERT：OSS Suites Verified Technicallyの略OSSセンタが提供
している、検証済のOSS製品組み合わせノウハウ

（*2）Kickstart：Red Hat Enterprise LinuxのOSインストールを自動化する
機能

（*3）Puppet：システム設定・管理を自動で行うツール
（*4）Jenkins：アプリケーションのビルドとテストを自動的に行うツール
（*5）Junit：Javaプログラムの単体テストを行うツール
（*6）Selenium：WebアプリケーションのGUIを伴うテストを自動的に行
うツール

写真　インド拠点立上げメンバ
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ルセットを保有する会社は約160社と試算されている。

都市別にみるとバンガロール、プネ、デリー首都圏、チ

ェンナイ、ハイデラバード、ムンバイなどハイテク都市

を中心にリソースが集中している（図１）。

18,000名を多いとみるか少ないとみるかはさてお

き、お国柄によらず優秀なOSS人財は貴重であり、

それゆえ人財流動は活発である。そのような人財が

企業に定着するためには給与面はもちろんのこと、

次のような魅力をもつ職場を提供する必要がある。

・イノベーションとアントレプレナシップの推奨

・コミュニティへの敬意とOSSエコシステムとの繋

がりの保持

・OSSエンジニアとしてのキャリアパスの提示

◆NTTデータの取組み

NTTデータの急速なグローバル展開に合わせ、

OSSのグローバルなニーズに応えるべく、インドに

拠点の検討が始まったのが2011年７月のことである。

NTTデータグループの複数あるインド拠点からプネ

を選択した。これは、近郊のムンバイもあわせて

OSS人財が豊富であること、プネは地元志向が強く

定着率が高い、などの複数の理由からであった。

2012年 12月にプネに拠点を持つ NTT DATA

Global Technology ServicesにOSSを専門に扱う部隊

を立ち上げた。

スタート時点の体制は全部で20名。速やかな立ち上げ

のため、外部から優秀なOSS人財を２名コアメンバとし

て中途で採用した。コアメンバをリーダとしてプラット

フォームとデータベースのチームを構成している。

業務の柱となるのは技術開発とサポートと製品の提

供の三つである。日本国内の案件をベースに、グロー

バル向けのサービスを提供していく予定である。

OSSは、情報システムやクラウドサービスをはじ

めとする大規模システムでの実績を積み重ねており、

読者にも普及期にはいったOSSの実力を感じていた

だいたのではないかと思う。本連載で紹介した内容

や事例がOSSの利用の後押しとなれば幸いである。
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お問い合わせ先

日本電信電話株式会社
NTT OSSセンタ

TEL：03-5860-5055
E-mail：oss-contact@lab.ntt.co.jp

URL：https://www.oss.ecl.ntt.co.jp/ossc/

5 おわりに

本連載にご賛同いただき、執筆いただいた方々へ、
編集企画一同厚く御礼を申し上げます。

謝辞

年前までOSSは商用製品に比べてコストが安いものの、きちんとサポートしてくれる会

社が少ない、ハイエンド領域でちゃんと動作するのか不安、といった課題を抱えていま

した。しかし、今ではOSSコミュニティによる成熟度が高まり、ベンダ製品が未成熟な状況で

もOSSが先行するなど完成度が高くなってきました。OSSコミュニティの成果を活用すること

により、競争領域や付加価値領域にリソースを集中できるようになりました。そして今後はク

ラウドに限らず、Big Data、M2Mといった新たなサービスプラットフォームでもOSSが活用さ

れ、ますます期待が高まっていきます。

こうした流れの中で、「コミュニティ」が重要になっています。貢献すれば得るものも大きい

OSSコミュニティは、開発者だけに留まらず、サービス提供者や最終的にはユーザにまで大き

な影響を及ぼしてきました。

世界中のユーザコミュニティ、サービス提供者コミュニティ、開発者コミュニティとオープ

ンな議論をし、貢献することがイノベーションの最も重要な要素と思う今日この頃です。

株式会社NTTデータ
執行役員

基盤システム事業本部長

遠藤宏氏
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