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特 集　 最新OSSソリューションと各社の取組み

のSIer向けパートナープログラム

「Advanced Business Partner」契約

を日本で初めて締結している。

また、OSSに関しては、技術検証

を行うテクニカル・ソリューショ

ン・センター（TSC）をとおして、

「どのソフトウェアのどのバージョン

を、他のどのようなソフトウェアと

組み合わせれば、ベストのパフォー

マンスや安定性、信頼性、そして低

コストなどを実現できるのか」とい

った課題の解決に向けて、実証デー

タを集積している。

しかしOSSの導入が拡大している

一方で、OSSには、ソフトウェアの

品質管理をユーザー自らが行う必要

があることから、「商用ソフトウェア

と同等の保守サポートが受けられな

い」、「セキュリティホールやバグが

発見されても的確な対応が難しい」

といった課題が生じている。これら

に対しCTCでは次のような対策を考

えている。

多くの場合、優秀なOSSはコミュ

ニティの成果物である。情熱を持っ

てコミュニティに深く関わる人材が

重要である。そこでCTCでは、コミ

ュニティに参加している人材を抱え

るパートナー企業とのアライアンス

を進めている。その結果、2007年夏

頃までには、それらパートナーが持

つ技術をCTCのサービスとして利用

できる予定である。

その一方、CTCでは、現在すぐに

利用できるOSSミドルウェアスタッ

クとしてSpikeSourceを選択した。

2007年１月、CTCは、OSSを利

用する際の負担やリスクを低減する

ために、米国SpikeSource社と提携

し、同社が開発・販売するOSSの

ミドルウェアスタックと、

それらのサポートサービ

ス「SpikeNet」の取扱い

を開始した。SpikeNetは、

Webサーバ「Apache」や

アプリケーションサーバ

「Tomcat」、データベース

「PostgreSQL」といった

OSSのミドルウェア群を

最適な構成で組み合わせ、

Linuxの導入を引き金にして、一

般の企業においてもオープンソー

ス・ソフトウェア（OSS）の採用が

拡大している。特にテレコムや金融

業ではデファクトOSとしてLinuxを

採用し、アプリケーションにOSSを

活用するケースが増えている。この

様な状況に対し、伊藤忠テクノソリ

ューションズ（CTC）では、2005年

から「3OS戦略」を進めてきた。こ

れは、UNIX、Windows、Linuxの3

つのOSいずれにおいても、ハード

ウェア、ソフトウェアの両面で、自

在にOSを組み合わせて多様なニー

ズに応えていく、つまり、ソフトウ

ェアのインフラである“OSのオープ

ン化”といえる取組みである。そし

て現在、次のステップとして注力し

ているのが、インフラの上で動作す

るミドルウェアやアプリケー

ションのオープン化である。

CTCでは、3OS戦略を進め

るにあたり、まず250名体制

のITエンジニアリング室の中

にマルチOS環境でのシステ

ム構築に対応できる技術サポ

ート部署を設立した。

Linux パッケージについて

は2007年１月、レッドハット
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さらに相互接続検証を済ませたスタ

ック「Spike Stacks」と、それらの

運用をサポートするサービスである

「SpikeNet Update Service」と

「SpikeNet Support Service」によ

って構成されているサポートサービ

スである。本サービスを利用するこ

とで、ビジネス環境でも安心して最

新のミドルウェアを利用することが

できるなど、OSSによるシステム

構築から運用・保守サポートまで一

貫したサービスの提供が可能となっ

た 。 今 後 は 、 T S C に お い て

SpikeSource社の製品およびサービ

スを活用した新たなソリューション

の検証を行い、OSSソリューショ

ンの拡充に取り組んでいく。

SpikeNetを構成している各サー

ビスの概要は次のとおり。

◆Spike Stacks：ビジネス現場にお

いても信頼性の高いApache、Tomcat、

PostgreSQLなどのOSSミドルウェア

を最適な構成で組み合わせたスタッ

ク。Servlet/JSPなどのJava技術を使

用して作成するサイトに対応したス

タックに加え、スタックに含まれて

いるソフトウェアの設定支援、バー

ジョンアップ支援、資産管理などを

行うツールが含まれている。

◆SpikeNet Update Service：スタ

ックに含まれる一部のOSSがバー

ジョンアップした際に、スタック内

の他のOSSとの相互接続検証を行

い、検証済みのスタックとしてユー

ザーに提供するサービス。これまで

使用者の自己責任でバグのウォッチ

やアップデートを行わなければなら

なかったという負荷を大幅に軽減。

◆SpikeNet Support Service：

Spike Stacksの中に含まれる各

OSSに関する問い合わせに対して、

Web、電話、メールにて対応する

サービス。

OSS推進のエンジンとなっている

のがコミュニティである。コミュニ

ティの参加者は、かつては個人のプ

ログラマが中心だったが、最近では

大学をはじめとした研究機関やOSS

に関る企業、SIerなども参加してい

る。CTCでは、OSSを利用した開発

案件を軸に各種プロジェクトと技術

者の育成にも取り組んでいる。

2006年９月、島根県の IT関連企

業や学術および自治体関係者は「し

まねOSS協議会」を設立した。島

根県の松江市には、現在、世界的に

普及しているオブジェクト指向スク

リプト言語「Ruby（ルビー）」を開

発したまつもとゆきひろ氏が在住

し、この言語の開発を行っている。

この活動を１つの地域資源ととら

え、ITとOSSを活用することによ

って、地方における産業を創出・拡

大していくことが、同協議会の設立

の背景になっている。CTCは、同協

議会の設立と活動を支援している。

まつもとゆきひろ氏が開発したRuby

は、オブジェクト指向言語として使

えるだけではなく通常の手続き型の

プログラムもできる非常にユニーク

な動的言語であり、生産性が高い。

さらにCTCでは、Rubyをベース

としたOSSのWebアプリケーショ

ン開発フレームワーク「Ruby on

Rails（ルビー・オン・レイルズ」

の教育プログラム『Ruby on Rails

トレーニング～圧倒的な開発効率を

誇るRubyを学ぶ』を2007年１月か

ら開始した。Ruby on Railsは、少

ないコードで簡単に開発できるよう

設計されており、他のフレームワー

クと比べ大幅に少ない工数で

Web2.0時代のアプリケーションを

開発することができる。
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