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アでの回避策により解決する場合が

多い。これを迅速に進めるためには、

SIer側にOSSに見識の高い技術者

を確保しノウハウを蓄積していく必

要があるが、このような体制を複数

のOSSプロダクトについて効率的

に構築することは困難である。

（２）システム更改時期に見合った

サポート期間が保証されていない

OSSはコミュニティにより適宜ア

ップデートされ、これに基づき各ディ

ストリビューターからアップデートが

提供される。新しいアップデートが出

ると古いバージョン／リビジョンのサ

ポートは打ち切られるため、実際に当

該OSSを使用している場合にトラブ

ル対応が出来ないこととなる。これら

はSIer独自で解決する必要がある。

（３）多数のOSSの一元的なサポー

トが提供されていない

OSSプロダクトは多数存在し、そ

れぞれに複数のバージョンを有してい

る。これらは組み合わせで導入される

ため、その種別は膨大となる。これら

の組み合わせをそれぞれで維持管理し

ていくことは非常に効率が悪い。

また、OSSプロダクトの問合せ

先は基本的に各製品個々であり、ト

ラブル発生時にもプロダクト毎に問

い合わせる必要が生じる。これは非

常に手間が掛かるため一元的に対応

できるサポート体制が要望される。

（４）大規模高信頼システムの構築

はOSSだけでは困難

企業の社内システムは大規模高信

頼システムが多い。OSSを活用し

てこれらを構築する場合、OSSだ

けでは一部機能的に不十分であり、

適用先の要件により使い分けていく

必要がある。したがって、条件によ

っては事前検証が必要となる。

また、適用領域拡大に向けOSS

の機能強化や、これを補完するプロ

ダクトを段階的に準備していくこと

が望まれる。

これらの問題は企業システムに

OSSを適用していく上で重要な問

題であり、ディストリビューターや

プラットフォームベンダー、ミドル

ウェアベンダー等でこれらに対する

ソリューションが提案されつつあ

る。ただし、改善は緒についたばか

りであり、全体的にはまだ確立して

いないと考えられる。

ベンダーロックインの回避並びに

ソリューションビジネスにおける競

争力強化に向け、NTTでは社内シ

ステムや法人ユーザーに対する

OSSの活用・導入が進んでいる。

現在のNTTの社内システムにお

いては70～80％程度のシステムに

OSSの適用が可能であり、これか

らもOSSの導入システム数は堅調

に伸びていくことが推測される。

法人ユーザーにおいては、特に行

政機関を中心とした活用が進んでお

り、中央省庁では約 60％のシステ

ムで何らかのOSSが適用されるに

いたっている。

また、今後はe-Japan戦略の推進

により、地方自治体等でさらに導入

が加速していくものと思われる。

しかしながら、これらのOSS導

入の進展に伴って、OSSが内在す

る幾つかの問題が顕在化している。

（１）製品に精通した技術者層が手

薄なため、障害回復に時間を要す

OSS活用システムでトラブルが

発生した場合、通常上位ソフトウェ
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●センタの位置づけ

前章の課題に対応し、NTTグル

ープにおけるOSS活用促進支援の

一環として、各種サポートサービス

を担うOSSセンタをNTT持株会社

に設立した。

OSSセンタの位置づけを図１に

示す。

NTTグループ各社が社内システム

にOSSを活用する場合、SI事業を行

うNTTグループ会社がシステム検

討、開発、導入支援を行うことが多

い。このため、OSSセンタは、基本

的にはこれらSI事業を行うNTTグル

ープ会社へのサービス提供を通じて

貢献する役割となる。さらに法人ユ

ーザー向けのSI案件ではSI事業会社

だけではなく、通信事業会社自身が

行うようなケースもある。

このため、OSSセンタのサービ

スはSI事業会社に限らず、通信事

業会社を直接サポートするなど、サ

ービスの提供先については柔軟に対

応する。

●センタのサービス概要

OSSセンタは図２に示すサービ

スを3本柱として提供する。

（１）OSSサポートサービス

システムに活用するオペレーティ

ングシステムからミドルウェアにい

たる主要なOSSについて、ワンス

トップで保守サポートを行う。

また、これらのサービスはシステ

ムの基本検討、提案からサービス開

始後の運用フェーズまでの全工程に

わたって統合的に行う。このためサ

ービス内容は、OSS活用に関する

各種問合せ回答から故障解析、ソリ

ューション提供、システムへの

OSS適用の事前検証や構築支援等

多岐にわたる。

（２）OSSVERT提供

OSSVERT（OSS Suits VERified

Technically）は、OSSセンタにおい

てオペレーティングシステムからミ

ドルウェアにわたる一連のOSSを組

み合わせ、ハードウェアを含めて動

作確認、性能評価など技術的な確認

を行い、最適な環境条件や性能限界、

活用上の留意点等を取りまとめて提

供するプロダクトである。環境条件

や利用条件が合えばOSSVERTをそ

のままシステムに適用していくこと

が可能であり、もっとも効率良く

OSS活用を進めることができる。一

部 条 件 が 合 わ な い 場 合 で も

OSSVERTで提供する情報を参照し

て作業を進めることにより効率化を
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SQL、HeartBeatの機能強化を図っ

ており、後者については運用管理機

能、トランザクション管理機能の開

発を行っている。

OSSサポートサービスマップを

図３に示す。

サポートサービスは大きく、ナレ

ッジサービス、保守サービス、個別

支援サービスの３つに分類される。

●ナレッジサービス

ナレッジサービスはOSSの最新情

報、保守に関する情報を提供し、技

術的な問合せに回答するものである。

OSSのバージョンアップ情報は

インターネット上で公開されてお

り、必要に応じて自分で収集し、情

報の重要性や信頼性を評価して業務

に活用する必要がある。これらの作

業はOSSに関する高度な見識を必

要とする。OSSセンタではこれらの

情報を収集し、各ソフトウェアの専

門家が内容をチェックした上でユー

ザーに情報発信すると同時に、各種

問合せに対し回答する。さらにOSS

センタの検証作業や故障解析で得ら

れた独自のノウハウや、各種ベンダー

との個別契約によって独自に入手し

た情報もこれらサービスに反映する

ことにより、センタ独自の有効性の

高い情報提供サービスとしている。

●保守サービス

保守サービスはOSS活用システ

ムの試験～運用時に発生する各種ト

ラブルに対する問合せに回答すると

同時に、OSSプロダクトにかかわ

る故障に関してはその原因を明らか

にし、その解決策を提示する。

比較的簡単なトラブルの場合、ナレ

ッジサービスによる情報提供により解

決することもあるが、より複雑なトラ

ブルになると、当該システムの環境や

状態、作業履歴を確認するなどの情報

収集を行うことにより技術者が原因を

特定する必要がある。これに基づき解

決策を提示し、安定したシステムの開

発や運用を可能とする。

●個別支援サービス

個別支援サービスはシステムの提

案から設計、開発、運用にいたる一

連のライフサイクルの中で発生する

各システム個別の問題に対し、プロ

ジェクトからの要請に基づき解決を

図る。

OSSを活用するシステムのライ

フサイクルの中で発生する様々な作

図ることができる。

なお、前節に示すOSSサポート

サービスの中でも高度な技術やノウ

ハウを要するサービスは、基本的に

OSSVERTで検証しているOSSを

対象に展開しているので、手厚いサ

ポートを享受する上でもOSSVERT

に沿ったシステム開発が望まれる。

（３）OSSの適用領域拡大に向けた

技術開発

OSSは現在中小規模のシステムを

中心に展開を図っているが、適用領域

を大規模システムに拡大して行くこと

により、OSS導入による大きな効果を

より多くの方々に享受していただける

と考えられる。ただし、OSSを大規模、

高性能かつ高信頼なミッションクリテ

ィカルシステムとして活用する場合、

OSSプロダクトの機能強化や改善、

OSSプロダクトで揃わない機能の新規

開発が必要となる。

OSSセンタでは、前者については

コミュニティと連携したPostgre
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業では、OSSに関する見識だけで

はなく、各システムの状況にあわせ

て実際に検証作業などを重ねること

により得られる様々な情報やノウハ

ウを取りまとめ、プロジェクトの要

望に応える必要がある。

しかしながら、遭遇したトラブル

の内容によっては上位ソフトウェア

による回避が不可能な場合が生じた

り、サービスの状況によっては暫定

的緊急対処が必要な場合も考えられ

る。このような場合はプロジェクト

と相談し最終的な手段としてパッチ

提供も考慮する等、各システム個別

の状況に合わせて様々な対応を行う。

●サービスの状況

2006年４月のOSSセンタ開設以

来、各サービスはほぼ順調に成果を

挙げている。特に、ナレッジサービ

ス、保守サービスについては 12月

末までに数百件の問合せを処理して

いる。図４に製品別問い合わせ状況

を示す。主な問合せはWeb/APサー

バ系、OS系、DBMS系で占める。

年度前半ではそれぞれの問合せはほ

ぼ同数であったが、12月末時点の

累計ではOSに関する問合せの割合

が伸びている。

●OSSVERTの概要

OSSVERTは、OSS導入を効果的

に推進するためOSSの適用が最も進

んでいるシステムモデルから順次採

用し適用領域を拡大している。現状

ではWeb3層システムがもっとも

OSSの適用が進んでいるシステムの

一つである。このためOSSVERTは

まずWeb3層モデルの提供から着手

した。モデルはOSSの活用状況に合

わせ順次拡張する。

OSSVERTのWeb3層モデルは、

図５に示すようにWebサーバに

Apache、APサーバにJBoss/Tomcat、

DBサーバではPostgreSQL、MySQL、

O R A C L E、ロードバランサに

UltraMonkeyを組み合わせ構築して

いる。ユーザーはシステムに必要な

容量や性能によりDBMSを使い分け

るため、３種類のDBMSにより検証

を行っている。

OSSVERTの適用事例としては、

現在、受発注システムや社内OAシ

ステム等がある。受発注システムは、

事業会社間の契約に関わるシステム

であり、大容量データベース24時間

無中断運転が必要なシステムである。

これらの条件に対しPostgreSQLは

後述するように、若干不安があるた

め、DBサーバにORACLEを使用し

たモデルを適用している。社内OA

システムは、社内の各種OA業務

（旅費申請、会議室予約等）を行うシ

ステムであり、基本的に24時間運転

ではあるが、計画停止が許容される。

このため、 D B サーバとして

PostgreSQLを使用したモデルを適用

している。

●Web3層モデルの検証結果

OSSVERTの開発にあたっては、

現実のシステム要件に近い環境構成

を決め、実際にサーバへソフトウェ

アをインストールして、基本動作検

証、可用性検証、性能検証、長時間

運転検証を実施している。Postgre
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に関する取り組みについて述べる。

OSSのDBMSであるPostgreSQL本

体については性能向上や不具合修正

を積極的に行い、それらをコミュニ

ティに提供するとともに、高性能化

や利便性向上のための周辺ツールを

開発している。

図８にここ３年間の主な機能、性

能改善状況を示す。PostgreSQLは

ここ数年企業向けに性能や信頼性の

向上を目指して開発が進められてい

る。特にバージョン8.0でアーカイ

ブによるデータベース回復機能が追

加された。これによりハードディス

ク故障等でデータベースが読み出せ

なくなっても、データベースのバッ

クアップとアーカイブログによりデ

ータベースの復元が可能となった。

図９にSMP（Symmetric Multi-

Processor）マシンでの性能向上の

状況を示す。バージョン8.0までは

2CPUが性能限界であったが、8.1

では4CPUまでCPU増設の効果が

期待できる。8.2では8CPUでもさ

らに性能が向上しているという報告

が出ている。

これにより、かなり高性能、高信

頼な領域においてもPostgreSQLの

適用が可能となってきている。

OSSセンタではさらに高信頼な領

域への適用を目指してバキューム処

理の改善に取り組んでいる。DBMS

では更新に伴い不要領域が発生し、

SQLを使用したWeb3層モデルの検

証結果例を以下に示す。

Web3層モデルの性能検証では、

TPC-Wを使用する。TPC-Wは

Transaction Processing Performance

Council で規定するWebコマース向

けのベンチマークである。（http://

www.tpc.org/参照）

PostgreSQL8.1.3を使用した検証

試験の結果を図６に示す。ほぼ

6000～7000クライアントに性能限

界があり、これは主にDBサーバに

起因していることがわかる。

次に長時間安定試験の例を図７に

示す。この例では 3500クライアン

ト時の 48時間連続運転試験を実施

している。この条件では、システム

は安定走行していることがわかる。

ここでは、OSSの適用領域拡大に

向けた技術開発として、PostgreSQL
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これを定期的に回収する必要があり、

PostgreSQLではこれをバキューム処

理と呼んでいる。バキューム処理は

データベースの規模、更新頻度に応

じて処理量が増し、システムに対す

る負担となる。バキューム処理時間

はデータベースサイズに比例するた

め、24時間運転などではデータベー

ス規模等に制約を課すことになり、

運用を含めて工夫が必要となる。

OSSセンタではこれを改善する方式

を検討しコミュニティに提案してい

る。提案の方式によれば、バキュー

ム処理の負担を1/3に削減でき、デー

タベースの規模をTByteクラスまで

拡大することが可能となる。

また、PostgreSQLの適用を円滑に

進めるために活用ノウハウの蓄積や各

種ツールの開発にも取り組んでいる。

（１）PostgreSQL状態監視ツール

DBサーバの異常や性能劣化を検

出し遠隔監視する。これによりトラ

ブルの早期発見と迅速な対応が可能

となる。

（２）高速データベースローダ

大容量外部ファイルからデータベ

ースへのロードを高速（従来性能比

で約４倍）に行う。これにより、大

規模データベース構築や夜間バッチ

の効率化が可能となる。

（３）差分バックアップツール

前回バックアップとの差分データ

のみにとどめてデータベースのバッ

クアップを行う。データベースは定

期的にバックアップをとって、デー

タベースの復元等に備えるが、これ

により、バックアップ時間を短縮す

ることができ、夜間バッチ等の効率

化が可能となる。

（４）データベース移行支援ツール

データベースを移行する場合、

SQL仕様差が問題となりアプリケ

ーションの修正が必要となる。

O S S センタは市販 D B M S から

PostgreSQLに移行するノウハウを

蓄積し移行作業をサポートしてい

る。さらに移行に伴う変更箇所の抽

出や自動変換を行うツールを開発す

ることにより移行作業の効率化を可

能としている。

OSS活用推進に向けたOSSセン

タの役割やその活動状況について述

べた。OSSセンタは2006年４月に

発足後９ヶ月経過し、OSSサポー

トサービスを中心にその活動の実績

を伸ばしつつある。

今後、さらにOSS導入促進に向

け、サポートサービスの充実を図る

とともに、OSSVERT、OSSの適用

領域拡大に向けた技術開発および導

入推進を強力に進めていく。
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