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特 集　 最新OSSソリューションと各社の取組み

ス社会では、誰もがいつでもどこか

らでも参加できるフリーでフェアな

システムが求められてくるだろう。

近年、官公庁や企業の情報システム

において、Linuxをはじめとしたオ

ープンソースソフトウェア（OSS）

に対するニーズが高まってきてい

る。その理由として、改変の容易性

やコスト抑制といったOSSの特長

が、Web 2.0やSaaSに代表される

新しいサービスやビジネスを生み育

てるイノベーションとして認知され

たことがあげられる。

今日、LinuxをはじめとしたOSS

は、NGN基盤を支えるのに必要な

高度なソフトウェア技術へと発展

し、社会の様々な領域で活用が進ん

でいる。NECは、1999年 3月に

Linuxに関する各種サービスを開始

して以来、Linuxをはじめとした

O S Sの発展に歩調を合わせて、

様々な取組みを展開してきた。

Linuxの適用分野は汎用システムと

組み込みシステムに大別されるが、

NECは、携帯電話などの組み込み

機器や通信機器から、テクニカルコ

ンピューティングやエンタープライ

ズシステムといった様々な領域にお

いてLinuxプラットフォームを提供

してきた。この N E C 全体の

Linux/OSSの活動を統括する中心

組織がOSS推進センターである。

同センター長の堀健一氏は、

Linux/OSSに対するNECの取組み

について次のように語っている。

「当社は、Linuxをはじめとした

OSSをエンタープライズシステム

本格的なユビキタス社会のインフ

ラとして、NGN（次世代ネットワ

ーク：Next Generation Network）

の姿が具現化してきている。今後は、

あらゆる領域でダイナミックコラボ

レーションが加速していき、それを

支える基盤として、ネットワークだ

けでなく ITとネットワークの融合

がさらに進展していくことだろう。

NECは、このNGNに関連した事業

として、「ネットワークインフラ」

の構築をはじめ、共通サービス基盤

として登場する「サービスプラット

フォーム」を提案・構築し、これを

もとに ITとネットワークとが融合

したソリューションを大きく展開し

ている。

ITとネットワークが融合して新

たなサービスが創造されるユビキタ
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へ本格適用する取組みを早くから推

進してきました（図１参照）。その

結果、これまで 2100サイトを超え

る導入実績をあげ、国内・Linuxサ

ーバの出荷金額・出荷台数において

はシェアNo.1を獲得しています

（IDC Japan調べ）。また、各ディ

ストリビュータとの密なアライアン

スや、各種業界コミュニティへの参

画を行いながら、Linux/OSSの標

準化と機能拡充にも積極的に取り組

んでいます。近年、特に注力してい

るのがエンタープライズLinux市場

に向けた取組みです。当社の推定で

は、エンタープライズLinux市場は

年率20％の勢いで急成長しており、

システム構築サービスやサポート、

プラットフォームの各領域でも、そ

れぞれ大幅に拡大するものと予想し

ています。」

N E Cでは、エンタープライズ

Linux市場に向けた取組みとして、

企業のミッションクリティカル

（ M C ） な 基 幹 シ ス テ ム を

Linux/OSSで実現する「NEC エン

タープライズLinuxソリューション

for MC」を展開している。これは、

これまでNECが取り組んできたオ

ープン化におけるオープンミッショ

ンクリティカルシステム（OMCS）

の構築実績とノウハウに加えて、組

み込み/HPC（High Performance

Computing）領域の技術をエンタ

ープライズLinux市場で展開してい

くものである。具体的には、メイン

フレームと同等の堅牢性をオープン

システムで、どのように実現するの

かを、「故障しないこと」、「処理中

の業務が止まらないこと」の両方で

考えることを重要と捉えて、次の3

つの軸でミッションクリティカル性

を高め、Linuxを基幹システムに適

用していくものである（図2参照）。

①プラットフォーム：システムを構

築するためのコンポーネント（部品）

としてハードウェア、OS、ミドルウ

ェアやアプリケーションソフトウェ

アというプラットフォーム製品が故

障しない高信頼性・堅牢性の実現。

②サポートサービス：システム提案

時の企画・コンサルからシステム稼

動後の運用・保守における、障害未

然防止と障害発生時のサポート体制

による堅牢性の実現。

③システムインテグレーション：そ

れらのプラットフォーム製品を使用

したシステム構築における、高信頼

システム構築方法の採用と、運用監

視機能による堅牢性の実現。

第一の軸である「プラットフォー

ム」の強化では、ハードウェア/OS

とミドルウェアの両面からアプロー

チしている。

ハードウェア/OSに関しては、統

合 エ ン タ ー プ ラ イ ズ サ ー バ

「NX7700iシリーズ」や、次世代ブ

レードシステム「SIGMABLADE」、

豊 富 な ラ イ ン ナ ッ プ を 誇 る

「Express5800シリーズ」などの基

幹サーバへのLinux搭載を進めてい

る。これにより、ボリューム領域、

スケールアウト型領域、スケールア

ップ型領域をはじめ、システム統合

のニーズにも対応できるようにな

る。また、コミュニティとの協調と

ディストリビュータとの連携を通じ

て、ソースへの反映、運用サイクル

の活性化などを図りながら、障害解

析機能、RAS機能などエンタープ

ライズ用途に欠かせないOS機能の

強化も進めている。

Linux対応ミドルウェアについて

は、HP-UXやWindowsで実績のあ

るNECミドルウェアのLinux版を

順次、それらと同等の品揃えで整備

しており、さらにISVソフト、OSS

ミドルウェアを加えて、全領域をカ

バーしている（図３参照）。これら

Linux対応ミドルウェアとハードウ
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図2 エンタープライズLinux市場に向けた取組み
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化している。

第二の軸である「サポートサービ

ス」では、Linuxのサービスを新た

に体系化して、企画・コンサルから

運用・保守に至るまでのシステムの

ライフサイクル全般のサービスを提

供している。その中でも、運用・保

守では、プロダクトサポートとして

「Linux基本/拡張サポートサービ

ス」とともに、ストレージやミドル

ウェアまで含めたシステム全体の高

可用性をサポートする「システムサ

ポート/HAサポート」を提供してい

る。これは、24時間365日の安定稼

動が不可欠なシステムに対して、運

用フェーズでのプロアクティブサー

ビス（システムをダウンさせない予

防保守）と、リアクティブサポート

（ダウン発生時の速やかな復旧）を

組み合わせることで、システムの安

定稼働を実現するサポートサービス

である。また、Linuxのサポートサ

ービスに加えて、基幹システムで利

用が進むOSSミドルウェアのサポ

ートサービスも提供している。

NECは、UNIX、Windowsで得

た豊富なサポート経験をもとに、

Linuxディストリビュータ、OSS専

門ベンダーと連携しながら、システ

ムサポートやOS、ミドルウェア

個々のサポートに対してOSS推進

センターが専門のサポート部隊をバ

ックアップして、ユーザーに高信頼

のサポートを提供している。

第三の軸である「システムインテ

グレーション（SI）」では、システ

ムの用途・規模に合わせたソフトウ

ェア・スタックとして、「構築

Suite」と「構築Suite OSS+」の2

種類を用意し、これに基づいたSI

を展開している。構築Suiteは、商

用ミドルウェア中心のミッションク

リティカル性が高い基幹システム向

けスタック。構築Suite OSS+は、

商用ミドルウェアとOSS対応ミド

ルウェアを適切に組み合わせた基幹

ェアプラットフォームを組み合わせ

て、柔軟・安心・快適のリアルなIT

プラットフォームを実現していく。

代表的なLinux対応ミドルウェア

として、「WebSAM SigmaSystem

Center」と「CLUSTERPRO X」

がある。WebSAM SigmaSystem

Centerは、サーバ、ネットワーク、

ストレージを一元管理して、ITリ

ソースの最適化と運用の自動化を行

う統合プラットフォーム管理ソフト

ウェアである。新規業務追加、業務

量変動、障害発生などに迅速に対応

して、拡張性や柔軟性、可用性が向

上し、TCOの削減も可能である。

一方CLUSTERPRO Xは、HAクラ

スタ構成としてスケーラビリティと

可用性を確保して、業務システムの

運用を維持するクラスタソフトウェ

アである。障害発生時にフェイルオ

ーバーをはじめ、計画メンテナンス

時の業務停止時間も最小限に抑える

ことができるなど、多種多様な業務

に利用されている。

また、データベースやアプリケー

ションサーバなどの高度な機能を持

つOSSミドルウェアの運用性や保

守性を高める補完製品を提供してい

る。OSSデータベースに対しては、

「OSS-DBメンテナンスツール（仮

称）」と「OSS-DB監視ツール（仮

称）」を提供し、データベースの運

用性、保守性を強化している。アプ

リケーションサーバに対しては、

Java（J2EE）プラットフォームを

ベースとした基幹システム向けの業

務構築基盤「MCOne」を提供し、

業務アプリケーションの運用性を強
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システム向けスタックである（図４

参照）。NECは、このソフトウェア・

スタックを活用して、OMCSの構築

実績とノウハウ、経験をもとに商用

ミドルウェアとOSS対応ミドルウェ

アの組み合わせ等を検証し、ミッシ

ョンクリティカル性が要求される基

幹システムへの適用を進めている。

また、最新のハードウェアや

OSSを含めたソフトウェアの組み

合わせ検証とアプリケーション評価

を行う「Linux/OSS検証センター」

を開設して、ユーザーが直にNEC

のLinuxソリューションを体験でき

る環境を用意している。さらに、

Linux要員の育成についても、OSS

推進センターを中心に進められてお

り、NECグループ内のLinux技術

者の総数は7,800名規模（2006年9

月末現在）となっている。

これまでNECグループが実践し

てきたシステム構築技術をもとに、

オープン技術を用いたSIにおける

開発方法論および開発基盤の整備に

も着手している。

「オープン技術を用いたSIにおけ

る開発方法論では、ロール（役割）

と開発プロセス（工程）の関連性を

時系列に定義し、各作業をタスクと

アクティビティで階層的に記述し

て、留意点やノウハウをガイドで明

文化していきます。そして、それぞ

れのタスクで作成すべき成果物を定

義し、そのドキュメント書式もサン

プル付きで提示します。このように

システムの構築環境を整備すること

で、作業の無駄が排除され、効率化

を実現するとともに、実践的なサン

プルやガイドが蓄積され、それを活

用することで、技術進化への対応や

生産性、保守性、品質の向上がより

一層実現されます。」（OSS推進セ

ンター　グループマネージャー　高

橋千恵子氏）

このような取組みにより、NTT

グループをはじめとした多くの企業

に、NECのLinux、OSS製品を提

供し、ミッションクリティカル性が

要求される基幹系Linuxシステムの

構築を実現してきた。また、企業向

け等の具体的事例として次のような

ものがある（敬称略)。

◆証券フロントシステム（GMOイ

ンターネット証券）：次世代型のオ

ンライン証券システムを Linux+

OSSミドルウェアで構築。

◆履修科目申請システム（早稲田大

学）：全11学部の学生がWebイン

タフェースで履修登録を実施できる

国内最大規模の申請システムを全て

OSSで構築。

◆Samba移行（パイオニアプラズ

マディスプレイ）：Windowsの使

用感をそのままに、Windows NT

ServerからLinux+Sambaへの移行

作業を３日間で完了。

29ビジネスコミュニケーション 2007 Vol.44 No.3

●NEC●

図4 「構築Suite OSS＋」による基幹システム構築
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